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電子工学研究所創立５０周年を記念して
所長

三

村

秀

典

浜松の地にテレビジョンの研究が芽生えてから 90 年、静岡大学工学部の付属電子工学研究施設として
発足して 65 年、さらに 1965 年新制大学で唯一の理工系の大学附置研究所に昇格して当電子工学研究所が
設置され、本年４月をもって 50 周年を迎えることになりました。関係各位の暖かいご援助と先人の努力
の賜物で今日の発展を見ましたことは所員一同の感謝と喜びとするところです。この記念すべき時に当た
り当研究所の歩み来た 50 年記念誌を発行することができましたことは誠に喜びに堪えません。
研究所設立時には 6 部門で発足し、9 部門となり 1989 年の改組により、3 大部門 12 分野に拡充されました。
その後、2004 年に国立大学法人静岡大学電子工学研究所として発足することになりました。組織は、「ナ
ノビジョン研究推進センター」、「ナノデバイス材料部門」、「新領域創成部門」の 3 大部門（12 分野）
、1
外国人客員教授部門を経て、2013 年には工学研究科、情報学研究科、理学研究科等とより一体的な運営
をするため、「ナノビジョン研究部門」、「極限デバイス研究部門」、「ナノマテリアル研究部門」、「生体計
測研究部門」の 4 部門（10 分野）、1 外国人客員教授部門に変更されました。
研究所は、設立以来オプトエレクトロニクスを中心に研究を進めてまいりましたが、
「感性豊かな光・
画像コミュニケーションの実現」を 21 世紀の研究課題と位置付け、これを実現するために、旧来の電子・
光子の集団的取り扱いとは異なり、個々の電子・光子を取り扱う新しい「画像科学」、すなわち「ナノビ
ジョンサイエンス」を提案致しました。2004 年度には、文部科学省 21 世紀 COE(Center of Excellence)
プログラム「ナノビジョンサイエンスの拠点創成」を獲得することができました。このプログラムは最高
の事後評価を得ることができました。また、研究所は「浜松地域知的クラスター（オプトロニクスクラ
スター）事業」I 期・II 期においても重要な役割を担ってきました。この事業は全国第 2 位の成果を挙げ
たと高く評価されました。2009 年には、高柳教授の電子式テレビジョンの研究とその後の発展に対して、
世界最大の電気・電子・情報・通信分野の学会である IEEE の電気の技術分野における「ノーベル賞＋世
界遺産」といわれているマイルストーン賞を受賞しました。
「ナノビジョンサイエンス」は従来の画像技術を根本から変革する新学術・技術分野をナノテクノロ
ジーを駆使して創出することです。そのためには画像に関する種々の要素技術の革新とその基本となる科
学との融合、また最新画像技術を利用するユーザとの連携が不可欠です。当研究所の研究者と共同研究
を行い、設備等を積極的に共同利用して頂く、公募型の共同利用・共同研究プロジェクトを 2008 年から
開始し、数多くの応募を頂き、多くの成果を上げています。この成果が認められ、2013 年文部科学省共
同利用・共同研究拠点「イメージングデバイス研究拠点」に認定されました。また同年浜松ホトニクス、
静岡大学、浜松医科大学、光産業創成大学院大学で共同提案しました「地域資源等を活用した産学連携
による国際科学イノベーション拠点整備事業」が採択されました。同年光の尖端都市 HAMAMATSU を
創成する「浜松光宣言 2013」が上記４機関から宣言され、また同年上記４機関の共同提案である「時空
を超えて光を自由に操り豊かな持続的社会を実現する光創起イノベーション研究拠点」が COI-S(Center
of Innovation-Satellite) に採択されました。研究所はこれらの事業の中心的役割を果たしています。また、
平成 28 年度からは、東京医科歯科大学「生体材料工学研究所」、東京工業大学「精密工学研究所」、広島
大学「ナノデバイス・バイオ融合研究所」とネットワーク型共同利用・共同研究拠点「生体医歯工学共同
研究拠点」を形成し、その中で光・画像技術を医歯分野に応用する役割を担い、医歯工連携の世界的研究
教育拠点の創成を行うことになっています。このように、当研究所は「光・画像科学技術」の拠点として
の地位を着々と築いております。電子工学研究所設立 50 周年を契機に、所員一同設立の際の諸先輩の熱
意とご苦労を顧み、初心に立ち返り心を新たにして、諸先輩が築き上げた輝かしい業績と伝統を継承し、
益々研究を発展させ、人類、学術の発展に貢献して行きたいと考えています。
電子工学研究所の今後の発展のための皆様の暖かいご支援を賜りますようにお願い申し上げます。
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「静岡大学電子工学研究所創立５０年史」編纂にあたって
名誉教授

福

田

安

生

私が所長時代の平成１７年（２００５年）に電研創立４０周年を祝い、記念講演会、祝賀会を行った。
そして平成１９年に私が定年退職したのを機会に４０年史を編纂すべく、諸先輩に原稿をお願いした。少
しずつ原稿が集まり始めたときに高柳健次郎先生の業績を IEEE の「マイルストーン賞」に申請してはど
うかという申し出があり、このほうが緊急性があると思いこの件に時間を集中することになった。幸い高
柳先生の「全電子式テレビジョンの開発」が「マイルストーン賞」を受賞することが出来、平成２１年
１２月１２日に盛大な授賞式を挙行することが出来、責任をはたすことができた。ようやく時間ができ
て「４０年史」の編纂を始めようとしたところ既にはるかに４０年を過ぎていた。従って、区切りのよい
「５０年史」の編纂となってしまった。
「４０年史」のつもりで既に原稿を執筆して頂いた方には既に鬼籍に入られた方々もおられ「５０年史」
の完成本にお目を通していただくことが出来なくなったことを本当に申し訳なく思っております。助川徳
三、安藤隆男、山本達夫先生には早くから貴重な原稿をいただいた。又、島岡五朗、渡邊健蔵先生にはイ
ンタビュー方式で原稿をいただこうと思っていたがそれも叶わぬこととなってしまった。私の怠慢を許し
て頂きたいと思っています。
平成２７年（２０１５年）には静岡大学に新制大学で初めて理工科系の附置研究所である電子工学研究
所が設置されて、５０年を迎える。昔、東北大学金属材料研究所が創立５０周年を迎えたとき特別講演を
行った故湯川秀樹教授が「５０年続いたからといって目出度いものではない」といって戒めたという話を
聞いたことがある。確かに５０年続いたことのみを祝うのではなく５０年間に何を研究し、どのような成
果を上げたかを節目の年に検証すべきであろう。
編纂方針についてはいろいろとご意見があり、編集委員会でもいろいろ議論を行った。結論として、研
究所の５０年に於ける主な出来事を記録として残すことにした。一番大事な研究成果についてはどのよう
に選択するか大変難しい点があるのでそれぞれの在籍研究者が自分で記録するようにお願いしたがこれま
で研究所に在籍した全研究者からの原稿を集めることは出来なかった。卒業生には個々の教員、「電研同
窓会」のメールリストを通じて原稿依頼をしましたが余り集まりませんでした。このような結果になった
ことは我々編集委員会の力不足に尽きる。個々の原稿には重複した事項の記述もあるかとも思いますがそ
のことはその事項が重要事項であり、各自にとって印象に残っていることの証左であり、それぞれの観点
から記述されていると思いますので敢えてそのまま記載する事に致しました。記録に残っている物故者の
原稿はなるたけそのまま記載し、出典を明記した（例えば浜松工業会誌「佐鳴」など）。
多忙な折、無理なお願いをして大変多くの方々から玉稿をいただき、編集員一同感謝に耐えません。
「５０年史」の完成には事務職員の方々、浜松電子工学奨励会、浜松工業会からの資料の提出などご協力
をいただいた。心より感謝申し上げます。又、諸先輩から種々の有益なご意見を頂いた、特に萩野實名誉
教授（元所長）、畑中義式名誉教授（元電子科研科長）には原稿の依頼や編集方針に関する有益なご助言
及び研究所創立時及びそれ以前の非常に重要な情報を提供して頂いた。編集委員一同心より感謝申し上げ
ます。
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第Ⅰ部

研 究 所 創 立 前 史

電子工学研究所創立前史

た堀井隆教授が研究員として赴任し、その年に１万個の
絵素数で無線送受装置が完成し、当時としては世界的記

名誉教授

畑

中

義

録を達成するに至っていた。

式

一方送像装置については、最初、セレニュウム光伝導
セルを手掛けたが、材料の問題で感度が低く、実用的に

テレビジョン研究のはじまり
静岡大学電子工学研究所の誕生は、1922 年（大正 11）

用いることのできるものではなかった。従って、容易に

に湖る。当時、日本は第一次世界大戦後の世界経済競争

は機械的方式を脱し得なかったが、1930 年に高柳教授

に打ち勝つため、産業の振興を盛んに押し進めていた。

は「積分方式撮像管」の考案を特許化していた。これ

この国家的事業の一環として、浜松高等工業学校も開校

は、アメリカＲＣＡのツオヴォルキン博士の発明とほと

され、創立して間もない当校に高柳健次郎が助教授とし

んど時期を同じくしている。その後、この原理を使った

て赴任し、テレビジョンの研究を提案してこれに着手し

画期的なテレビジョン撮像管アイコノスコープが、1933

た。90 年余の今日にみられる研究所の原点がある。当

年同博士により実現され発表された。このアイコノス

時ラジオ放送でさえ鉱石検波器の受信機を用いた時代で

コープによって初めて戸外の景色が電子的手法により送

テレビジョンという日本語もあまり知られておらず、高

像出来るようになり、ここに全電子式テレビジョンが

柳は無線遠視法という言葉を用いたほどであった。

完成した。1934 年高柳は万感の想いを秘めて RCA のツ

1924 年当時は、開校間もないこともあり、また、高

ヴォルキン博士を訪ね、アメリカのテレビジョン研究を

等工業学校ということで実験設備もほとんどなく、研究

視察した。視察から帰った高柳は、視察において学んだ

に注いだ苦心と努力は想像を絶するものであった。初代

組織的研究体制を導入し、全力を傾注してアイコノス

関口壮吉校長は、「自由啓発」という主義を校風として

コープ研究を推進した。1935 年にはアメリカに次いで

貫き、教授・助教授に対しても創造的な研究を奨励され

アイコノスコープの試作（写真５）に成功し、ここに、

た。高柳のテレビジョンの研究にも深い理解と関心を持

日本における全電子式テレビジョンの実現が実証され

ち、文部省に直接出向くなどして、設備や経費の確保に

た。

多大な力を尽くした。
ＮＨＫとの共同研究

1924 年（大正 13）、助教授として赴任していた高柳健
次郎が電気的受像機、すなわち、ブラウン管を使う今日

1936 年、ベルリンオリンピック大会が開催された後、

のような受像機の研究をスタートさせた。テレビジョン

次回は 1940 年東京で開催されることが決まっていたが、

送像装置は、ニポー・ディスクという孔の空いた円盤を、

この時、第 12 回東京オリッピックをテレビ放送する計

モーターで廻す機械的方式を用いざるをえなかつたが

画が持ち上がり、当時の逓信省とＮＨＫと電子工業関

（写真１）、1926 年（大正 15）12 月、雲母の上に書いた

係の企業が加わって推進されることとなった。そこで、

「イ」の字を初めて伝送し、ブラウン管上に映しだすこ

高柳教授をテレビジョン開発の指導者として NHK へ移

とに成功した（写真２）。これは、わが国で最初の電子

ることを請われて、当時、安達校長は文部省、NHK と

式テレビジョン実験の成功であった。その後、装置の改

折衝し、現職のまま NHK に出向という形で移ることを

良を重ね展覧会にも出品し、この電子式テレビジョンの

了承し、研究員 19 人も連れてＮＨＫに移った。浜松に

重要性が認められるようになり、1930 年（昭和５）に、

おける電視研究室は NHK との共同研究体制を維持しつ

高柳は教授としてテレビジョンの実験を天覧に供する機

つ、現実には堀井教授を室長にテレビジョンの研究を続

会を得た（写真３）。この頃、高柳の電視研究室は教授

け、基礎技術に力点を置いた研究が続行された。

と研究員２人の他には小学校を卒業したばかりの助手

その頃の高等工業学校は、法令上では研究も予算も十

が一人居ただけであったが、1931 年から 32 年にかけて

分認められた学校ではなかった。ただ文部省の特別の好

は、走査線を 100 本にするなど研究が進展し、大型の装

意によって時に若干の経費を〈恵与〉されるに過ぎな

置の組み立てや実験に多くの人員が必要となってきた。

かった。1936 年に着任した第４代の安達禎校長は、Ｎ

1933 年３月の報告書によれば、当時、電視研究室には、

ＨＫの研究を強化援助するために、浜松高等工業学校に

教授２、助教授１、研究員６、硝子工１、助手２、書記

おいて養成したテレビジョン研究員や技術者をＮＨＫに

１、研究生３、専科生１の計 17 人が携っていた。そし

割譲するとともに、浜松高等工業学校におけるテレビ

て、これらの研究の進展で増加した構成員のために 160

ジョンの研究も継続、発展させる方途について苦慮対応

坪の新しい電視研究室が完成した（写真４）。同年、後

した。そのためＮＨＫの小森七郎会長、当時の逓信省工

に電子工学研究所の初代所長として研究所の基礎を築い

務局長であった梶井剛博士、その他関連の深い電子工業
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界の有力者などと懇談を重ね、また文部省からも多大の

中心、責任の主体も判然としないものであったが、戦後

後援を受けて、専門学校令には違わぬよう特別配慮の中

の混乱の時期で研究所としてもっとも憂慮すべき事態で

で、テレビジョン実験施設新設の名目のもとに、専任研

あった。当時堀井所長は、孤立無援の中で、研究所を温

究員として教授１、助手２などの増員ならびにこれにと

存させるために多大の努力を尽くした。このころ、外部

もなう予算が認められることになった。また、ＮＨＫは

から赴任し、後に工学部長となる井形教授が電子工学研

テレビジョンの実用化のために全力を注ぐとともに、当

究室の重要性を認識して、指導力を発揮しこの難局を耐

研究室に年額 10 万円を超える研究費の拠出をされた。

えた。丁度この時期に、工専としては最大の事業ともい

さらに、ＮＨＫからは、特許使用権の譲渡などを含め

うべき、新制静岡大学への統合問題が起こり、混迷流動

た報償金が学校に交付されて、この取り扱いのために、

する中で、結局、理工学研究所は何の動きもできないま

1937 年 10 月に財団法人浜松高等工業学校電子工学奨励

まに、1949 年 6 月から新制静岡大学がスタートするこ

会が設立され、研究の助成が行なわれるようになった。

ととなった。研究所はこれに遅れること９ヵ月、1950

これは、その後の浜松でのテレビジョン研究に大きく役

年（昭和 25) ３月に工学部附属の電子工学研究施設とし

立つものとなった。現在においても公益法人浜松電子工

て国立学校設置法一部改正によってその地位を確立し

学奨励会として研究助成活動が続けられている。

た。

戦争による研究の中絶

工学部附属

電子工学研究施設

静岡大学への統合という難事業は研究所としてはむし

1939 年には東京でテレビジョンの試験放送を行なう
ことができる段階にまで到達した（写真６）。しかし、

ろ好都合に運び、このなかで、大学として特色を持たせ

ヨーロッパの戦雲は次第に険悪となり、第 12 回オリン

るためには、電子工学研究施設は重要な存在であるとの

ピック東京大会は中止となった。さらに、1941 年には

考え方は、文部省および外部から静大へ来た人々によっ

太平洋戦争に突入して、テレビジョンの研究はほとんど

て支持されたと、堀井所長は回想している。

中断のやむなき状態に至り、それ以降は暗視管やレー

静岡大学工学部附属電子工学研究施設は、従前から認

ダー指示器などの研究の分担のみとなった。 1944 年学

められていた真空管部門、回路部門および材料部門の３

制改革により浜松工業専門学校となった。1945 年６月

部門をもって新しく発足した。当研究施設では 1949 年

には工専の附属研究施設（電子工学研究室）として認め

には、イメージ・オルシコンの詳しい動作理論を明らか

られ、勅令第 373 号によって教授２、助教授２、助手２

にして、その国産化に指針を与えるとともに、ＮＨＫで

の定員が与えられたが、同年６月の浜松空襲によって研

のイメージ・オルシコンの開発実用化に大きく貢献した。

究室は完全に灰塵に帰してしまった。戦後にはＧＨＱか

静岡大学の当研究施設では次世代の光導電材料を用いた

ら政府機関に対して、ＴＶ関連の研究を禁止する布告が

新しい撮像管（ビジコン）の研究をその後の研究の柱と

出され、戦前、戦中のテレビジョン研究事項と組織調書

した。その後、51 年には、研究施設において、アメリ

の提出が要請され、1946 年４月にこれを提出している。

カＲＣＡで開発されたビジコン型撮像管の試作にも成功
した。
1952 年３月に、ビジコン型撮像管を使ったテレビ

終戦後の再スタート
終戦後、浜松工専の施設は元千葉防空学校浜松分教所

ジョン送信装置の免許を受けて浜松地区にテレビジョン

の跡（現在の城北キャンパス、工学部の位置）に移転

の電波を発射した。このテレビジョン開発の記念式典当

し、しばらくは焼損機器などを修理しながら、実験装置

日には、ＮＨＫから当研究施設に対して、電子工学の新

を自作することにより研究がなされたが、電子工学研究

分野を開拓し実用化に貢献したとして、感謝状が与えら

施設は、1947 年（昭和 22) には広沢町（現浜松西部公民

れた。 1954 年日本で最初の工業用テレビジョンが東北

館の場所）に僅かに外郭だけが焼け残った鉄筋の旧校舎

電力柳津発電所に設置されたが、そのテレビジョン・カ

（工専、応用化学館）に移り、この年 10 月の浜松工業専

メラの設計には当研究施設が協力した。その後、日本の

門学校の創立 25 周年記念日には、テレビジョンの公開

有力電気メーカーでもビジコン型撮像管の製造に乗り出

試験が出来るまでになった。

したが、それらの国産化にあたっては学会活動、共同研
究を通して多大の貢献をした。

このころ、工専の教授達から、付属研究施設電子工学
研究室を解体し、理工学研究所として工専の全員が利用

施設の充実

できるようにしたいとの提言があり、専門委員会が作ら

この時期はテレビジョンが実用化の段階に入るととも

れ、規則も作られたが、提案者の思惑が先行し、運営の
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に、固体電子素子のトランジスタ工業が勃興しつつあ

GaAs ダイオードはテルル（Te）添加のｎ型 GaAs に亜

り、またマイクロ波が実用化されようとする段階であっ

鉛（Zn) を拡散注入してｐ型を作ったｐ / ｎ接合のダイ

た。テレビジョンでは広帯域電子機器、マイクロ波通信

オードであった（写真８）。動作は液体酸素で冷却され

技術が不可欠のものであり、当研究施設では電子物理部

て行っていた。当研究施設における GaAs 半導体レーザ

門と超高周波部門の開設の準備を進め、1954 年（昭和

発振はその後、半年後の 1963 年の夏頃に確認された。

29）にはまず電子物理部門が増設された。

この頃の半導体レーザ研究の世界的な状況は、GaAs ホ

1960 年、東北大学から渡辺寧教授が静岡大学の第四

モ接合によるパルスレーザ発光が 1962 年に MIT でな

代学長として就任した（写真７）。渡辺寧教授は半導体

され、また、GE のニック・ホロニャック博士による可

研究の重要性を素早く察知して日本での半導体黎明期の

視光ダイオード発光の発表が同年にあった。その後、半

研究者を導き、半導体の父と言われる役割を果たされた

導体レーザ関係では、ヘテロ接合の導入によるレーザ閾

方である。この時、電子工業を強化拡充することが重要

値の低減や室温動作レーザの研究へと熾烈な研究競争が

国策としてとりあげられ、文部省大学学術局は、国内の

展開されることとなっていった。

基礎電子技術を推進するために 1961 年度から３ヵ年計
静岡大学付置研究所への昇格

画で電子工学関係の研究部門の拡充整備を行った。渡辺
学長の尽力の結果、同年度に半導体部門が、続いて 64

1964 年度を迎えて、工学部には待望の大学院修士課

年度（昭和 39) には超高周波部門が増設されて、電子工

程が設置された。同年７月の評議会は 65 年度概算要求

学研究施設は６研究部門を有するに至った。 62 年には、

が審議され、これは、静岡大学の歴史にとって特筆すべ

大学付置研究所への昇格を企画して 63 年度および 64 年

きものとなった。即ち、文理学部の改組で文と理の２学

度の概算要求で申請したが、この時は不成功に終わっ

部とすること、教養部の創設、教育学部の浜松分校の東

た。後に調査により、中央教育審議会の答申の中に「付

部への統合、研究施設の付置研への昇格の概算申請を決

置研究所は博士課程をもつ大学に置く」ということがあ

定したのである。８月中旬には概算要求に関して、地元

り、したがって、理工系新制大学には付置研の設置の道

の熱意を陳情するために斎藤県知事、鈴木教育長、荻野

は閉ざされていることがわかった。特例として、63 年

静岡市長とともに愛知文部大臣、小林文部次官に面会

度概算要求で群馬大学に内分泌研究所の付置が認められ

し、知事からは静岡大学の構想にたいして充分に応援し

たのは、同大学の医学部に博士課程があったからであっ

たい旨の説明がなされた。
９月になり、浜松市の平山市長はじめ関係者 10 数名

た。

から、浜松市の文化レベルを低下させることになるとの
理由から、分校移転に大反対であるとの抗議を受けるこ

GaAs レーザの研究開発
しかしながら、静岡大学では電子工学研究所の付置研

ととなった。この時、学長は、静大統合の遠大な構想に

への昇格の希望を断念しなかった。それ以後、研究業績

対して、理解の得られるように説明がなされた。この中

を挙げることで熱意を如実に示そうとの並々ならぬ努力

で、分校移転のあとには、県立短期大学の設立構想と、

がなされた。学長の渡辺は 1957 年に東北大学の西澤教

新制大学としては前例をみない付置研究所の設置構想が

授と共に半導体レーザの特許を得ており、半導体の分野

話された。これらの計画にたいして、浜松市の反対の声

において先駆的研究実績をも有しており、1961 年から

は悔やまれることになると、諄々と説得がなされた。９

３年間、渡辺学長自身を研究代表者として、文部省から

月下句から、堀井施設長とともに渡辺学長は再三、大蔵

機関研究「金属間ｲﾋ合物半導体の研究」の科学研究費の

省文部担当、小田村主計官を訪ねて、付置研究所の要望

特別交付を受け、さらに、三菱等民間企業からの多額の

を陳情した。 12 月 19 日第一次査定で付置研究所が本

寄付を受けて、III-V 族、及び II-VI 族系の光半導体研究

決定となった。次いで、27 日文理学部の改組が決定し

が当研究施設で強力に推進された。

たのであった。

63 年 3 月 16 日、西部の卒業証書伝達式の日、学長は

新制大学に堅く閉ざされていた壁はここについに聞か

研究施設を訪ねて、電子物理部門で製作した GaAs 半導

れた。この門戸を開いたものは、浜松に伝わるテレビ研

体発光ダイオードの発光と、この発光ダイオードを用い

究の歴史の偉大な力であったともいえる。研究業績の高

て回路部門での応用研究としてのテレビの光伝送実験

い評価と熱意のあることはもちろんであるが、文部・大

の成功を目にしたのであった。これは、MIT のリンカ

蔵両省当局者への陳情説明に当たって「テレビ発祥の地

ン研究所による TV 伝送の報告に対して半年の遅れは

である」ということが、万語に勝る魅力的な説明であっ

あったが、日本で先駆的なものであった。この時用いた

たように思われると、渡辺学長は回想し、研究所に対し
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て「学術尊先覚」（学術は先覚を尊ぶ）という言葉をの
こした。これは現在も所長室の額に掲げられている。
研究の進展にともなって、従来の広沢町の庁舎は狭隘
となった。このため 63 年から浜松市城北の工学部キャ
ンパス内に新校舎の建設をはじめ、65 年４月の研究所の
発足時には新校舎も落成した、延べ面積は 3641 ｍ２。こ
の時、電子物理、半導体、真空管、回路、超高周波、材
料の６部門でスタートした。初代所長には堀井隆教授が
就任し、教授６、助教授６、助手 12、事務官２、技官
２、雇人 18 及び傭人３の計 49 人の構成であった。
（
「静
岡大学５０年史」より、一部加筆）

写真３．テレビジョン実験の展覧
中央に高柳先生が見える。
（下）天覧時の受像機。

写真１．

ニポー円板送像機

写真４．

写真２．ブラウン管上に映し出された「イ」の字
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完成した電視研究室。

写真５．試作アイコノスコープ第１号機。

写真８．GaAs ダイオード。

電子工学研究施設の頃を回顧して
第３代所長

西

田

亮

三

佐鳥第 50 号に高木克己さんが電視研究室時代の回想
を書いて居られるので、それに続いて工学部附属電子工
学研究施設になる前後から大学附置研究所に昇格するま
でを思い出すままに書き連ねよう。

写真６．東京オリンピックテレビジョン中継車。

昭和 22 年広沢町の僅かに外郭だけが焼け残った鉄筋
の応用化学科の建物に移った。当時は全く廃墟にひとし
く、ほとんどの窓がガラスがなく板張りで、雨露がかろ
うじてしのげるのは 1 階 2 階の西半分位で、他は雨の日
には傘が必要で床には水がたまる有様であった。しかし
都市ガスの復旧が比較的早く計画されていた地区であっ
たので、研究再開のための条件が良かった。何分実験設
備のすべてを戦災で失っていたので、旧軍関係の施設等
の放出物資の入手に奔走して、配分を受けた品物を何と
か実験装置に役立てようと改造自作したり、或は焼損機
器などの修理に明け暮れる日が続いた。10 月には工専
創立 25 周年の記念祭が計画され、全校で復興の意気を
記念祭に集結させようという気運が強かった。 その呼
物の一つにテレビジョンの公開実験が N 科 2 年生の学
生諸君 (24N-8) で計画され、電子研究室で指導協力する
ことになった。と云ってもほとんど何もない状態から始
めなければならないので、果して記念祭に聞に合うかど
うかと危ぶまれる次第であったが、NHK 技研、日本コ

写真７．渡邊寧学長。

ロムビア ( 株 ) 等の先輩の尽力によってアイコノスコー
プ、ブラウン管等の寄附を受けることができたのは何よ
り幸運であった。学生諸君の若さと熱意による非常な努
力と電子研究室の協力とが一体となって、資材の入手
難、休電日と電圧低下など電源の悪条件とたたかいなが
ら、やっと公開にこぎ着け得た。これが研究室再建への
一つの力となった思い出がある。
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その後、回路研究室が中心になってこれに改良を加

力した。その後のビジコンの国産化にあたっても貢献す

え、2 年後の昭和 24 年には走査線 525 本、毎秒像数 30

るところがあった。その後さらに赤外線、紫外線及び X

の現在の標単方式のテレビジョン実験装置を完成し、研

線等不可視光線用ビジコンの研究開発を行い、これらの

究がようやく活発に行われるようになった。一方、真

実用化に対する基礎技術を確立した。

空、材料両研究室も再建に努力し、上記の装置に使用す

当研究施設では電子工学の発展に対応するため、早く

るアイコノスコープやブラウン管も試作し得るように

から電子物理研究室と超高周波研究室の開設の準備を進

なった。各研究室は最小限の設備ではあったが、大学昇

めてきたが、昭和 29 年にはまず電子物理部門が増設さ

格をめざし大いに研究意欲に燃えて種々の困難を克服し

れた。この段階で当研究施設では超高周波研究室を発足

ながら研究実験に打ち込んでいた。

させて、実質的に 5 研究部門で運営が行なわれた。

十数年前まで放送に多く用いられていたイメージ・オ

渡辺寧先生が静岡大学の第 4 代の学長として赴任され

ルシコンという撮像管は、昭和 21 年に米国で発表され

た昭和 35 年の頃は、電子工業を強化拡充することが重

たものであるが、当研究施設では昭和 22 年に詳しい動

要国策としてとりあげられていた。文部省では旧制大学

作理論を明らかにして、我が国のイメージ・オルシコン

の附置研究所を対象として電子工学関係の研究部門を拡

研究の端緒を開くとともに、戦後の沈滞状態の学会に大

充整備することとなっていたが、渡辺学長の御尽力に

きな刺激となった。

よって当電子工学研究施設も昭和 36 年度に半導体部門
が、続いて昭和 37 年度に超高周波部門が増設されて、6

静岡大学発足に遅れること約 9 ヶ月で、昭和 25 年 3

研究部門をもつようになった。

月に静岡大学工学部附属電子工学研究施設となり、従前
から認められていた真空管研究室、回路研究室及び材料

研究体勢の強化に応じて研究活動はますます旺盛とな

研究室の 3 部門をもって再出発するととになった。戦後

り、昭和 36 年には GaAs の単結晶の作成に成功し、翌

定員も不明確でややもすると居候的存在になりがちだっ

年にはその PN 接合が作られて注入発光が見られるよう

た電研も、国立学校設置法一部改正によってその地位を

になった。そうして昭和 38 年にはわが国で最初の半導

確立し、本来の姿で運営できるようになったわけであ

体によるレーザ発光に成功した。また GaAs 発光ダイ

る。昭和 22 年頃には工専の 2、3 の教授から電研を解体

オードを用いた光線によるテレビジョン信号の伝送実験

し、理工学研究所として工専の全員が利用できるように

も行われ、斯界の注目を受けた。米国における研究より

したいとの提言があり、理工学研究所設置が討議されて

約半年の遅れがあったが、わが国では最も早い研究開発

電研の存立が大きくゆさぶられたことがあった。戦後の

であり、この分野において学会及び産業界の指導的役割

無一物の状態から再建に、或る時はこのような孤立無援

を演じた。

の中をも通り抜けて、陣頭指揮された堀井先生の心労・

研究部門数は 6 を数えるようになったので、附置研究

苦労は如何ばかりであったかと想い起し、深く感謝申し

所への昇格が昭和 38 年度及び 39 年度の概算要求で申請

上げる次第である。

されたが、その機運はなかなか熟さなかった。一方、中

イメージ・オルシコンの開発に NHK 技研が全力を注

央教育審議会の答申のなかに「附置研究所は博士課程を

ぐことになったので、当研究施設では光導電材料を用い

もつ大学に置く」ということがあり、新設大学には附置

た新しい撮像管の研究を始めることにした。この撮像管

研の設置の道はこの厚い壁によって閉ざされていた。し

はビジコンと呼ばれ昭和 25 年に米国で開発されたもの

かし、昇格の望を捨てずに研究業績を挙げることでわれ

であるが、当研究施設では翌昭和 26 年にその試作に成

われの熱意を表わすべく堀井教授を中心に研究に精進し

功している。

た。渡辺学長の並々ならぬ御尽力によって、ついに昭和
39 年 12 月 1 ９日大蔵省の査定で附置研予算が決定した。

昭和 28 年にはビジコンを使ったテレビジョン送信装
置の免許を受け、浜松地区で実験電波を発射している。

電研 10 年の軌跡 (10 年史 ) に 御寄稿いただいた渡辺先

研究施設の 2 階の窓から、前の道路を通る凧祭りの行進

生の回顧文の一部を引用させていただいて、先生への感

を放送し、ラジオ屋の店頭の受像機で受けられていたの

謝の念を新たにして、この思い出の記の結びとした。

が記憶に残っている。またこの年の 2 月の NHK 東京テ

「かくて待望の電子工学研究所が昭和 40 年度を期して出

レビジョン開局記念式典当日には、NHK から当研究施

発することになった。いま私は電子工学研究所誕生の往

設の電子工学の新分野の開妬とその実用化への貢献に対

時を回顧して真に感慨無量である。この感は私だけでは

して感謝状が与えられた。昭和 29 年にはわが国で最初

なく堀井初代所長を初め研究教職員も同様であるに違い

の工業用テレビジョンが東北電力柳津発電所に備えつけ

ない。
新制大学に堅く閉ざされていた壁はついに開かれたの

られたが、そのテレビカメラの設計には当研究施設が協
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である。だがこの門戸を開いたものは浜松に伝わるテレ

たが病気のため退職、弁天に暫く静養することになっ

ビ研究の歴史の偉大な力であるともいえるのである。研

た。ほぼ回復した時高柳先生から手伝いに来ないかとの

究施設時代の研究業績の高い評価のあることは勿論であ

話があって、今度は研究室に勤務させて貰うことになっ

るが、文部・大蔵両当局者への陳情説明に当って感ぜら

た。昭和 12 年のことである。この年の夏から高柳先生

れたことは、『テレビ発祥の地である』ということが万

を初め大多数の研究室員が NHK の技術研究所に移るこ

語にまさる魅力的な説明ではなかったかと思われたから

とになり、残留部隊は堀井先生を長として西田・稲垣両

である。」

先生他十数人と共に私もそれに加わった。堀井先生は全
体を統括すると共に回路の研究部門を担当し、西田・稲

電子工学研究所歴代教官

垣両先生は夫々撮像管・受像管の研究を、又その翌年

堀井隆、高木克己、西田亮三、中野栄一、有田隆、高尾

亡くなられた先輩村木さんが材料関係を担当されて居

磐夫、藪本忠一、成田信一郎、山田祥二、武藤時雄、山

り、私はその手伝いをするととになった。堀井先生はま

本達夫、豊田耕一、林敏也、萩野実、熊川正司、助川徳

だ 30 歳にならず、私達の殆ども 20 代の中端にも達して

三、三橋廣二、水品静夫、高崎宏、山口十六夫、安藤隆

いなかった。研究室員の中で 30 歳を越していたのは 1-2

男、渡辺健蔵、島岡五朗

名位であったろう。全員若さに溢れて張り切っていた。
高柳先生の植えられた伝統と堀井先生の指導力の賜では

（「佐鳴」より転載）

あるが、今思い出しでも皆さんよくやったものだと思
う。

電視研回想

その頃急速に進展している無線関係に即応するよう社
会の要望もあって、研究室が主体となって昭和 13 年か
元材料部門教授

高

木

克

己

ら '6 ヶ月の短期養成の無線技術専修科が設置され終戦
の年迄続いた。

浜松市内循環バス ( 西循環〉は現在の市立高校 ( 以前

昭和 16 年今次大戦が勃発してよりテレビジョンの研

の浜高工跡〉を過ぎ西部公民館 ( 以前の浜高工応用化学

究は殆ど中止のやむなき状態となり、研究は暗視管や

科建物〉の出外れたところにある停留所 “ 広沢一丁目 "

レーダ一指示器などに移った。しかし、昭和 20 年 4 月

から鋭角に曲って普済寺の方に向う。その角の家は戦前

の浜松空襲で研究室の一部を、次いで 6 月の大空襲で完

は名月堂と云った菓子屋で当時の学生はよく出入りした

全に灰塵に帰し、研究室の機能は停止するに到った。当

ものであった。頂度名月堂の向いから浜高工の敷地内を

時のこととて気は張っており覚悟はしていたと云うもの

通用門から北に約 50m 入ったところに電視研究室、即

の眼前に瓦礁と化した幾多の残骸を見た時は異様な興奮

ち今の研究所の前身があった。昭和 10 年頃で私がまだ

と虚脱とが入り交った気持であった。空襲が愈々激しく

浜高工学生の頃である。東西に 20m 位の平家木造づく

なった時研究室は疎開の覚悟を決め研究室員および焼け

りとその北 10m 位のところにそれに並行して二階建木

残りの少数機器の上諏訪に続いて信州松本の北方の山中

造の建物である。平家の方には東からガラス細工室、真

小竜野に移動を行った。疎開先である借用した中学校の

空管実験室や化学実験室があり、一番西の奥の室はスタ

一部での機器の整備や女子を含めた数十人の研究室員の

ジオとなっていた。そこには少し音程が狂ってはいたが

宿舎の都合など堀井先生の七面八臂には全く敬服させら

ヤマハのピアノが置いてあった。私はよくそのピアノを

れた。又研究室員の皆さんもよく協力一致して懸命に務

弾きに行ったものである。仕事をしている方々の邪魔に

めて下さったのには頭が下がる思いであった。こうした

ならないようにと気を使いながらだったが、スタジオを

中でも、疎開先への国鉄飯田線の往復にも目を洗う新緑

使っていない時は心よく貸して下さった。よく五月蝿が

や碧揮・奔流を楽しんだ忙中閑も若さの故か。私は不甲

らなかったと今も感謝している。研究所と私との縁はこ

斐なくも 6 月には疲労が原因で重い黄症に擢り、防空壕

れが始めである。

の中に寝ながら枕下で自分の葬式の相談をしているのを

暗室になっていたスタジオでは、隣室からの強いアー

聞かされる始末であった。こんな状態のため西田先生に

ク灯からの光が、ブンブン凄まじい音を立てて廻転して

は私の仕事の分迄肩代りして戴く次第で申訳けなく思う

いる大きなニポ一円板にあけられた螺線状の小孔を通し

と同時に感謝している。
そうこうしているうちに詔勅が下りて戦争は終結し

て来る細線となって、写される人の顔を走査している実
験風景に時々出合った。
それから間もなく、私は浜高工を卒業し会社に就職し

た。私達は工専の皆さんと一緒に高射砲連隊跡 ( 現在の
工学部〉の旧兵舎に腰を据えることになった。暫くの間
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市内常盤町の三立製菓の工場の一部を借用して焼損機器
の修理などしながら時節を待った。旧兵舎では腰をおろ
すと床板から、少しオーバーに云うなら無数と云える程
の蚤が飛び付いてくるのには驚いた。一体無人の間は何
を喰ベて生きていたのかと皆不思議に思ったが、未だに
わからない。
昭和 22 年には工専時代の応用化学科の建物で、機銃
掃射の弾痕のあるコンクリートの外枠だけが残った恰も
西欧の牢獄の廃竣のような－実際月夜に見る姿は全く鬼
気迫る感じである－ところに移った。しかし、これで日
本中誰もが同じスタート・ラインについたところ、易に
云う地天泰の卦であることを自覚し、新しく脱皮の時
を与えられたのだと考えた。私は奇貨居くべしとばか
り、まずモク拾いよろしく焼跡から探し出した白金やタ
ングステン線の屑を利用して将来に備えて電気分析を始
めた。他の研究員も夫々軒昂たる意気を以て研究を始め
た。又曜日を定めて堀井先生にゼミをして戴いたりし
た。
かくて、その年の浜工専 25 周年記念には継ぎ剥ぎや
借着などしてどうにかテレビジョンの公開実験まで漕ぎ
つけ、2 年後の昭和 24 年には現在行われているテレビ
ジョン方式である走査線 525 本毎秒像数 60 枚での実験
を行うに到った。その後、多くの方々の御厚意により現
在の姿となった。
佐鳴の編集委員の方に依頼され、不図忘れかけていた
過去の糸を繰り乍ら浮び出たよしなし事を書きつらねて
責を果たすと共に、研究所をこれ迄に育てあげて下さっ
た多くの方々に改めて御礼申上げる次第であります。
(「佐鳴」から転載 )
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テレビジョン技術史年表

－ 12 －

－ 13 －

－ 14 －

－ 15 －

－ 16 －

－ 17 －

－ 18 －

第Ⅱ部

研究所５０年の歴史―創立期
（昭和 40 年：1965 年―昭和 63 年：1988 年）

電子工学研究所：創立期の概要

装置の開発、
マイクロ波発振雑音測定器の開発、

名誉教授

畑

中

義

（高尾、林、渡辺、長谷川）

式
材

料：主として化学的手法による蛍光体製作の研

静岡大学附置電子工学研究所の誕生は 1965 年４月で

究、ZnS を母材とする種々の蛍光体、電界発

あった。同年５月３１日に研究所の開所式が行われた。

光のエレクトロルミネッセンスの研究、希

初代所長には堀井隆教授が就任した。発足時、６研究部

土類元素を含むガラス蛍光体、CdS を主と

門と事務部から構成され、定員は教授６、助教授６、助

する光導電体の研究
（高木、中野、中西、松本）

手１２、事務官２、技官２、雇員１８、雇人３の計４９

この時代は半導体産業の興隆期であり、半導体を個別

名が認可され、また、城北キャンパス内に新築された庁
２

部品としてテレビ、ラジオ、家電が作られていた。企業

舎延面積は 3641 ｍ であった。
電子工学研究所はその誕生・発展のいきさつからから

では半導体を中心とする中央研究所が多く作られた。テ

もわかるように、先ず、テレビジョンの研究が中心とな

レビの分野ではカラー放送が 1960 年に始まり、1963 年

り、その後、次第に電子工学の新分野に研究の領域を広

日米間のテレビ中継が「リレー１号」の通信衛星を介し

げていった。従って、テレビジョンに関連して、光と電

て実現し、ケネディ大統領の暗殺のビッグニュースが飛

気現象・電気と発光現象の研究が主として行われ、半導

び込んできたことは鮮明に記憶にとどまっている。ま

体を用いた光電子工学の研究が中心のテーマであった。

た、1964 年、第 18 回東京オリンピックはカラーで中継

研究所発足、創立時期の各部門の研究テーマは大略以下

放送され、テレビ受像機の普及が進展した。
静岡大学では、GaAs 光ダイオードによる TV 光伝送

のようなものであった。
電子物理：III-V 族化合物半導体、主として GaAs の発

実験の成功を基礎に、半導体を用いた光デバイス研究

光に関する研究、

に研究の軸を向けていった。堀井隆教授を代表として、

IV 族化合物半導体としてβー SiC の結晶成

1966 年（昭和 41）から 3 年間、静岡大学の機関研究と

長と発光の研究、

して「半導体を用いた映像電送及び表示装置の研究」の

Se-As 系アモルファス半導体の光伝導現象の

交付を受け、電子物理、真空管、回路および材料の４部

研究等、Si 気相エピタキシャル成長法の研

門が協力して研究を推進し、画像電子装置の高性能化お

究

よび固体化の研究を行なった。また、同年に高尾磐夫教

（山田、熊川、喜多尾、桑原）
半 導 体：混成集積回路に関する研究、
電子回路部品の研究等
（武藤、豊田、伊ケ崎、石川）

授を代表として、機関研究「ＥＳＲスペクトロメータに
おける高感度信号検出装置の試作と応用」の交付を同時
に受けることができた。これは、主として超高周波部門
が担当しＥＳＲ装置の開発を行なった。

真 空 管：テレビジョン用撮像管、PbO を用いた X 線

学外との共同研究として 1966 年７月より２ヵ年間に

ビジコン、PbO-PbS を用いた赤外線ビジコ

わたってＮＨＫ総合技術研究所からの委嘱により「三セ

ン、アモルファス Se3As2 を用いた可視―紫

レン化枇素（Se3As2）を用いた新型撮像管の研究」を分

外光撮像管の開発、CdS 単結晶 /CdTe 多結

担した。これはカラーテレビの時代を迎え、撮像管はイ

晶接合をを用いた撮像管の開発、全静電型

メージオルシコンから、動作機構が単純な光伝導型の撮

電子銃の研究等、

像管の有用性が認識され、オランダのフィリップス社の

（西田、萩野、岡本、宮尾）
回

路：TV 信号の光伝送の研究、半導体レーザの研

プランビコンが実用になってはいたが、放送用として高
品質なものの実用化が急務とされていたためである。こ

究、GaAs 表面キャパシタの研究、CdSe 光

の開発事業に対しては、堀井所長が総括し、電子物理、

伝導層 /Si スキャニスタによる固体撮像装

真空管、材料の各部門ならびに工学部の電気物理講座と

置、負性抵抗素子等半導体回路素子に関す

電子物理講座とが協力担当し、その材料・物性および撮

る研究

像管の光感光面に関する研究を行なった。この研究は、

（堀井、山本、清水、河村）

その後引き続き真空管部門、西田教授が「光導電型撮像

超高周波：マイクロ波減衰器等部品の研究、ESR スペ

管の特性向上に関する研究」として継続された。これら

クトロメータの研究、パラメトロン増幅器

の研究は、その後、ＮＨＫ総合技術研究所、及び日立制

の研究、ガン発振器を用いた全固体化 ESR

作所において行われ、アモルファスセレン系の光伝導型
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の高性能撮像管、商品名「サチコン」の開発につながる

よび表面の構造ならびにその電子装置への応用に関する

基礎研究として位置づけられる。

研究の進歩が一段と促された。
70 年代は、シリコンデバイス技術が完成し、半導体

静岡大学は地理的な条件から低温源の入手が困難で
あって、このことが研究上の大きな障害になっていた。

LSI 産業が先行するアメリカを日本が追いかける展開で

そのため 1966 年度（昭和 41）には液体窒素製造装置が

あったが、ワンチップ化された LSI が電卓、時計、家

設置され、さらに 68 年度には特殊設備費として極低温

電などに応用され、電子工学の果実が産業として力をつ

源製造装置およびその建物（極低温実験室）の設置が認

けていった時代であった。71 年（昭和 46）４月に第２

可された。この装置は、ヘリウム液化装置１台および窒

代研究所長として高尾磐夫教授か就任した。73 年には、

素液化装置２台である。これらの装置は研究所の建物に

第８番目の部門として応用物性部門が新設された。応用

隣接した 192 ｍ の建物の中に設置された。この低温実

物性部門は半導体部門、電子計測部門からの人事異動に

験室は学内共同利用施設として静岡大学全体に対する低

よって構成された。この時、研究所の総定員は教授８、

温源供給のセンターとしてその役割を果たすこととなっ

助教授８、助手 16、事務官および技官 27 の計 59 名と

た。

なった。応用物性部門の研究面では、半導体表面、こと

研究部門の拡大

に GaAs 及び GaP からの光電子放出の基礎的研究、新

２

レーザの実用化とその応用に大きな期待がもたれ、光

しい電子デバイス用半導体の MBE 結晶成長の研究がさ

電子技術の注目される時代となった。1968 年（昭和 49）

れた。また、化合物半導体の InGaSb や GaAlSb 等の赤

には「電子計測部門」が増設され７部門の構成となっ

外線用の結晶成長が、液相エピタキシャル結晶成長に

た。この時、電子工学研究所は部門増と共に建物も増

よって推進された。
固体電子工学の研究に向けて

２

築され、延べ面積 4716 ｍ の研究棟を有するに至った。
電子計測部門では、当初暫定的に人事配置がなされた

74 年（昭和 49）には西田亮三教授が第３代の研究所

が、後に、光を用いた計測分野の人事配置となった。こ

長に就任した。西田は、固体化の進む電子工学分野の趨

こでは、光のモアレ干渉を用いた３次元計測の世界的な

勢に鑑みて、従来の真空管部門を画像電子装置部門と名

研究が展開された。また、レーザ研究に関しては、ゼー

称を変更した。また、同年、概算要求の特殊装置設備費

マン効果による量子レベルを応用した He-Ne 横ゼーマ

として半導体精密加工装置が認められ、真空管組み立て

ンレーザを考案し、超精密距離計測器を開発した。68

用の防塵室を半導体微細加工クリーンルームとして改装

年より５年間にわたり文部省の臨時事業「光による情報

し、その中に、半導体微細加工のマスクアライナ及びマ

伝送及び情報処理機器の固体化に関する研究」が認めら

スク製版装置、ダイボンダ、ワイヤボンダ、ウェハース

れ、事業費が交付された。これに電子計測、真空管、回

クライバ等一連の半導体微細加工装置を設置した。この

路および超高周波などの部門が担当した。化合物半導体

時、西田教授を研究代表者として、文部省の臨時事業

InSb な

「冷電子放出素子の開発と画像電子装置への応用に関す

どの結晶成長における良質の結晶成長及びデバイス製作

る研究」の事業費の交付を受けて、画像電子装置部門と

に努力が払われた。また、回路の固体化に向けた負性抵

応用物性部門が担当した。これは、ｐ型半導体の表面を

抗素子の開発、微細化加工技術の開発、真空管では X

負の電子親和力状態にすると半導体中の電子が常温で真

線、紫外線、赤外線など不可視光撮像管などの研究がな

空中に放出されるという現象を利用したものであり、ダ

された。

イオード構造の冷電子放出を電子銃陰極として撮像管を

の液相成長技術、特に GaAs、GaP 及び GaSb,

1964 年に設置された大学院工学研究科に対しては、

製作するものであった。当時、NHK においては高品位

研究所は設置以来、これに全面的に協力していたが、69

テレビジョン（後にハイビジョン）の撮像デバイスの開

年度（昭和 50）から新たに研究所の研究部門を基礎と

発に勢力が注がれており、ダイオード型電子銃の優位性

して含めた電子工学専攻の修士課程講座の設置が認可さ

を示す先導的役割を果たすものでもあった。

れ、学生定員をもち教育面においても地位を確立した。
この頃より、半導体の物性的な研究を深めるために、

半導体微細加工装置の設置、クリーンルームの改装が
この時期に同時にされて、冷電子放出素子製作のために

概算要求の特殊装置設備費として、70 年より３年間に

役立った。シリコン単結晶表面［100］の負の電子親和

わたって固体表面解析装置（REED、HEED）、薄膜生

力状態（NEA) の実現と、ダイオード構造素子からの冷

成機構解析装置（MBE 結晶成長装置 )、および結晶欠

電子放出を撮像管へ応用することに関して、RCA の追

陥格子構造解析装置（超精密 XRD) の設置が認められ

実験を行い、これに成功し、ついで、研究所独自の GaP

た。これによって、固体、薄膜など半導体結晶の内部お

ダイオードを用いた冷電子源の開発、及び撮像管の電子
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源として応用することに成功した。これは、その後、新

GaSb の結晶成長機構の研究

技術事業団の実用化課題として採択され、研究は引き継

（山田、熊川、喜多尾、早川）

がれ、浜松ホトニクス（旧浜松テレビ）において実用化

半 導 体：遷移金属化合物の集積回路素子への応用

に成功した。一方、画像電子装置部門では、固体撮像装

磁性半導体の分光学的研究

置研究の人事配置がなされ、画像処理機能を持つ新しい

V-VI-VII 族間化合物結晶の育成

固体撮像素子の研究が展開されていった。

強誘電体の結晶成長とその性質

1980 年（昭和 55）第４代三橋広二教授か所長となっ

生体系のラマン散乱による研究

た。このころ、MOS デバイスの高速化、CMOS-LSI の

（三橋、豊田、伊ヶ崎、石川、）
応用物性：半導体表面物性と電子現象

進展が顕著となる。化合物半導体においては高速動作
の LSI,

分子線エピタキシー（MBE）による結晶成

高速動作トランジスタ（HEMT）等が実用化

され、半導体の超格子構造、接合、或いは酸化物、絶縁

長と応用

物の界面・表面のデバイスヘの影響の重要性が認識され

光電子放出素子（光電面）の研究

ていた。これらを背景にして、同年概算要求が認められ

二次電子放出素子の研究
固体表面物性の計測法

「界面プロセス部門」が 10 年の期限付きではあるが認め

（萩野、宮尾、野村）

られて９部門となった。界面プロセス部門では混晶半導

画像電子装置：画像処理機能を持つ撮像デバイス NEA

体の液相エピタキシャル成長による新しいデバイス開
発、半導体冷電子放出素子の研究、デバイス用結晶評価

冷電子放出素子の撮像管への応用、

が行われた。

アモルファスシリコン系半導体の撮像素子へ

固体電子工学の基礎研究

の応用
撮像用高性能電子ビーム系の研究

1983 年（昭和 58）第５代島岡五朗教授が所長となっ

焦電型遠赤外線撮像管の研究

た。このころ、日本はメモリーの大容量化では米国を凌

（西田、安藤、岡本、畑中）

ぐようになり、半導体は産業の大きな柱となるととも

電子計測：モアレトポグラフィによる物体の立体計測、

に、LSI 研究開発では世界のトップを走る形となってい
た。研究所の研究設備面では、表面、界面、固体物性解

波長安定化横ゼーマンレーザの開発と応用

析用の、ラマン分光装置、Ｘ線光電子分光装置（XPS）、

楕円偏光解析法の開発と応用

オージェ電子分光装置（AES)、多機能分析走査型電子

ATR 分光法による金属極薄膜の研究

顕微鏡（FEM）等の大型装置が概算要求により設置さ

非晶質薄膜の物性と応用

れ、表面・界面の固体電子工学の基礎研究において基盤

光学多層膜の設計と製作
（高崎、山口、梅田、斎藤）

が整備された。 1985 年に、研究所創立 20 周年記念と
して、式典および研究所一般公開が行なわれた。 また、

回

路：トンネル MIS スイッチング素子の開発と応

87 年には、固体薄膜と表面の国際会議が本研究所の主

用

催により浜松グランドホテルで開催され、世界 15 力国

SnO2-TiO2 系セラミック素子のガスセンサー

から約 400 名の参加者を得て、大きな成果を納めた。

応用、

創立から 20 年を経て、テレビジョンの研究から電子工

マイクロ波半導体デバイスの研究

学の基礎的な研究へと研究範囲を広げて、各研究部門の

計算機援用回路設計

研究内容は大略次のようなものとなった。

薄膜デバイスの研究
（山本、渡邉、清水、河村）

電子物理：シリコンカーバイトの結晶成長とその光物性

超高周波：マイクロ波電力合成の研究、

的研究

マイクロ波サーモグラフィ

カルコゲナイト系非晶質材料の光学的電気的

レーザ・ドップラ血流流速計

性質及び結晶化の研究、

高効率 FET 増幅器・発振器

酸化タングステン系フォトクロミック着色効

弾性表面波デバイス

果及びデバイスの研究
電流制御法による III-V 族化合物半導体の結

（高尾、水品、杉本、近藤）
材

料：蛍光体及び光導電体薄膜の合成とその応用

晶成長

硫化亜鉛系薄膜発光素子の研究

III-V 族結晶成長における超音波の導入効果

化学輸送による化合物半導体単結晶の合成

－ 22 －

た。

薄膜のエピタキシャル成長に及ぼす電荷効果

この研究所は、御承知のように、高柳先生が大正の末

電子線回折及び電子顕微鏡による材料表面及

に着手されたテレビの研究が発端になったもので、歴代

び薄膜の研究（島岡、中西、松本）

の校長先生や教職員の御援助によって、戦後昭和 25 年

界面プロセス：III-V 族化合物半導体の液相エピタキシャ

に工学部附属の電子工学研究施設になりました。その後

ル成長
III-V 族化合物半導体混晶によるオプトエレ

も歴代の学長先生の御尽力によって漸次その規模を固

クトロニックデバイス

め、特に渡邊学長が来られてからは急速に充実されて、

半導体表面の活性化並びに不活性化

その並並ならぬ御力添えによって、このたび研究所の誕

負の電子親和力（NEA）電子放出素子

生を見た次第です。
現在研究所には 6 つの研究部門があります。すなわち

半導体界面物性の計測法
（助川、田中、木村）

(1) 電子物理、(2) 半導体、(3) 真空管、(4) 回路、(5) 超高

（担当者名は大略 1975 ～ 1985 の在籍）

周波、(6) 材料で、テレビの研究が発端になっています
ので、電子工学の中でも特に光を電気に変える光導電材
料、電気を光に変える蛍光材料や半導体レ一ザ一などの

電子工学研究所の開設にあたって

研究とその応用が中心課題となっています。
電子物理や半導体では、これら材料を物性的見地か

初代所長

堀

井

ら、材料では化学的見地から調査・研究しています。真

隆

空管では光導電材料を応用したテレビ撮像管の研究が、
このたび四月一日から静岡大学附置の電子工学研究所

回路では撮像管や半導体レーザの応用が進められていま

が創設されました。もっとも創設とはいっても、従来の

す。超高周波ではマイクロ波における半導体素子の特性

工学部附属の研究施設が母体となっているので、昇格と

と応用について研究が行われ、この他半導体部門を中心

いった方がぴったりするようです。

として、研究所全体で微小集積回路の研究を進めていま
す。

研究所になると、予算の規模も定員もふえ、また大学
に附置されるので事務部も置かれて、学部と並んだ取扱

高柳先生がテレビの研究を始められてから約 40 年に

いを受けることになります。現在、国立大学の工学系に

なりますがこの間永年におよぶ同窓諸先輩の公私にわた

は十五の附置研究所がありますが、何れも旧制の大学に

る御援助と御後援に対して厚く御礼を申し上げます。私

設けられていて、新制大学としてはこの研究所が最初の

共研究員一同は、その長い良き伝統を受けついで、立派

ものです。

な究業績を挙げ、名実ともにわが国で一流の研究所にし
てゆくべく決意を新たにいている次第で、今後とも相変

研究所は、戦後ずっと広沢の昔の応化の戦災を受けた

わらぬご指導と御支援を賜りますよう御願い致します。

建物を使っていましたが、昨年から追分町の工学部敷地
内に建設にとりかかり、この三月末日に延約 1000 坪で

（「佐鳴」から転載）

新築の研究所が完成し、名実共に研究所らしくなりまし
電子工学研究所組織

研究部門

教授

助教授

講師

助手

電子物理

山田祥二

半導体

武藤時雄

真空管

西田亮三

萩野實

岡本忍

回路

堀井隆

山本達夫

清水洋美

超高周波

高尾磐夫

材料

高木克己

喜多尾道火児
豊田耕一

林達郎
中野栄一

－ 23 －

真砂健二

研

究

室

風

景

（「佐鳴」から転載）

X 線テレビジョン装置
単結晶作製装置

電子スピン共鳴スペクトロメータ

ビジコン用光電面研究装置

蛍光体材料合成実験室

超高真空蒸着装置

－ 24 －

電子工学研究所開所式典
昭和４０年（１９６５年）５月３１日

渡邊寧学長による式辞

－ 25 －

開所式会場

くつろぐ高柳健次郎先生

堀井隆初代所長による式辞

開所当時の電子工学研究所

開所当時の浜松キャンパス及び研究所（白円中）。

開所記念祝賀会

－ 26 －

発足時の教職員
所

長：堀井

隆

電子物理：教授

山田祥二、助手

喜多尾道火児

半 導 体：教授

武藤時雄、講師

豊田耕一、助手

真 空 管：教授

西田亮三、助教授

萩野

回

堀井

山本達夫、助手

路：教授

隆、助教授

超高周波：教授

高尾磐夫、助手

材

高木克己、助教授

料：教授

林

伊ヶ崎泰宏

實、助手

岡本

忍

清水洋美

達郎
中野栄一、助手

真砂健二

事務部
事 務 長：地田義明
庶

務：係長

小林正雄、事務官

金子正一、伊ヶ崎智世枝、作業員

会

計：係長

鈴木梅次、事務官

吉山三夫、松尾和子、運転手

佐藤武雄

小林金一

教室付職員
電子物理：技官

中津川元雄、技術員

朝倉憲夫、半導体：技官

真 空 管：技官

甲賀正則、浦田孝延、稲木裕一、技能員

回

路：技官

杉浦俊治、技能員

材

料：技官

古根村賢之輔、技官

中村康夫

池谷秀明、

青島正一、超高周波：技術員

白井忠雄、技術員、杉浦一夫

鈴木佳子

電子工学研究所において記念講演会開催さる
（5 周年）

「オプトエレクトロニクスと集積回路ならびに
これからの電子部品について」
電子工学部研究所教授

第３代所長

西

田

亮

武藤時雄先生

三
特に当研究所にとって最もゆかりの深い生みの親ともも

電子工学研究所は昭和 40 年 3 月に工学部附属研究施

うすべき渡辺、高柳両先生から非常に感銘の深い御講演

設より昇格し、大学附置研究所として設置されました。

を承ることができたのは参会者一同の大きなよろこびで

その後電子計測部門の増設に伴ない既設建物の整備と合

ありました。

2

講演会終了後、市内のグランドホテルにおいて祝賀

せて、本年 3 月増築工事 (1070m ) を落成いたしました。
ちょうど満 5 周年にもあたりますので、去る 10 月 31 日

パーティーが開かれましたが、渡辺先生の文化功労者決

に記念講演会と祝賀会を挙行しました。当日は雲一つな

定および高柳先生の日本ビクター副社長就任の吉報が伝

き秋晴れの好天気にめぐまれて、北大応用電気研究所

えられ、合せて両先生の祝賀会となり祝杯を重ねて両先

長、触媒研究所長、広島大理論物理学研究所長をはじめ

生のご健康と研究所の発展を祈って盛会裡に会を閉じま

遠方より各方面の多数の来賓を迎え、着実な研究所の進

した。

展を御披露するとともに、各位より将来に 対する御期

研究所の近況の紹介を終わるに当たり、今後とも相変

待と御激励を受け、所員一同心を新たにして一層の精進

わらぬ工業会諸兄のご指導とご支援を賜るようお願い致

を決意しました。

します。

午前 11 時より所内の見学と研究成果の展示を行なっ

（「佐鳴」掲載文を転載）

た後、午後 1 時 30 分より佐鳴会館において下記の記念
講演が行なわれました。
「研究偶感」
前静大学長

渡辺

寧先生

「最近のビデオレコーデイングについて」
日本ビクター副社長

高柳健次郎先生
－ 27 －

記念講演を行う高柳健次郎先生

創立５周年記念講演会のポスター

上写真

記念講演を行う武藤時雄先生
（写真中に正面の写真を載せた）

記念講演を行う渡邊寧先生

－ 28 －

電子工学研究所の現状（10 周年）

この研究は熊川助教授が米国 MIT で行なった際の研
究を GaSb 結晶に応用し、不純物濃度、結晶成長速度な

第 3 代所長

西

田

亮

三

どに関しての結晶成長機構を見極めるためのものである。
＊シリコンカーパイド結晶の作成とその光物性の研究

昭和 40 年 4 月 1 自に電子工学研究所が発足したとき

SiC は熱的・機械的に非常に安定した物質として知ら

は 6 研究部門でしたが、昭和 43 年に電子計測、昭和 48

れ、いわば未来志向型の半導体結晶である。良質の結晶

年には応用物性が増設されて、現在では、電子物理、半

を作ること、また結晶多形の制御などに関して、液相成

導体、応用物性、電子計測、画像電子装置、回路、超高

長法、溶媒移行法、気相成長法などを用いて研究中であ

周波、材料の 8 部門になりました。建物は附置研究所と

る。フォトルミネッセンススペクトル測定を中心にして

してスター卜したときの延面積約 3，600m から、その

吸収スペクトル、発光の過度特性などを研究して、SiC

後の部部門増にともなって、昭和 45 年に増築され現在

結晶内の不純物の役割、フォノンの関与の仕方など光物

2

2

は約 4，700m となり、その他に昭和 43 年に共同利用

性の解明がほぼ達成されつつある。
＊カルコゲンガラス半導体の研究

２

施設として極低温実験室 (192 ｍ ) が設置されました。
定員は教授 8、助教助 8、助手 16、技官及び事務官 25

カルコゲンガラスはガラス状態でありながら半導体性

名で計 57 名ですが、その他に外人研究員 1、研究生 6、

質を持っていて、かつオブシンスキー効果〈スイッチン

大学院生 30、卒研生 24 が配属されて居り、パートタイ

グ作用〉の発見以来いわば流行の物質である。当研究室

ムで実験や事務を手伝ってもらっている人を含めると総

ではそれ以前から研究している。主としてセレン化ヒ素

勢 125 名の大世帯になり、実験設備の充実とともに超過

のガラス形成領域と結晶形成領域について研究し、その

密の状態で、建物が狭くなって困っている次第です。

ガラス質材料および単結晶を作成して、構造や電気的・

このように研究所も順調に成長し、10 周年を迎えるこ

光学的性質について測定検討している。

とができました。今や、あらゆる科学研究及び産業技術
において、電子工学的思考あるいは研究手段は欠くこと
のできないものとなって来ています。従って電子工学自

極低温実験室
昭和 43 年度にヘリウム液化装置の設置が認められ、

体の発展はもとより、各学問技術と電子工学との境界領

低温実験室が設置された。現在三菱電機製ヘリウム液化

域の研究に対して重大な関心と要望が高まりつつありま

装置一式、フィリップス製チッ素液化装置 2 台を主力機

す。本研究所では輝かしい歴史とよい伝統を継承して、

器としている。管理部局は電子工学研究所で、担当は浦

各部門の特色ある研究を深く進めるとともに、部門間あ

部和雄技官であるが、静岡大学全体の共通設備としての

るいは学内外との協同研究を活発に行い、独創的な芽

性格を持ち、現在電子工学研究所のほか工学部、工業短

を育てるべく日夜研究に邁進しているととろです。(12E

期大学部、理学部、教育学部などへ低温源の供給を行っ

西田記〉

ている。
半導体部門
部門名称は半導体となっていますが、研究室スタッ

電子物理部門
当研究室は薮本忠一教授〈現明治大〉、成田信一郎教

フ、施設ともに遷移金属化合物と強誘電性化合物を研究

授 ( 現阪大〕と受け継がれて、現在は山田祥二教授のも

対象とする 2 つの研究室からなっています。前者は三橋

とに熊川征司助教授、喜多尾道火児助手 (37D)、桑原弘

広二教授、伊ケ崎泰宏助手、中村康夫技宮、後者は豊田

助手 (41MD)、森本文子事務官、石野文夫技官および石

耕一講師、石川賢司助手、友田和一技官が担当していま

橋済史君 ( 短大生〉のメンバーで構成されている。所属

す。

学生は大学院生 6 名〈うち 1 名はベトナムからの留学

遷移金属化合物の研究分野では集積回路素子の材料
がこの 5 年来最も力を入れて来たテーマで、チタンの

生〉、卒研生 2 名である。
当研究室の研究は研究所が広沢にあった頃は、llI-V

室化物、酸化物、炭化物を結晶解析の面から綜合的に

属および ll-VI 属化合物半導体の物性の基礎的研究を

研究して蒸着法、直流スバッタ一法によって作った膜に

行っていたが、工学部のキャンパス内に移ってから現在

独特の性質〈数 100 マイクロ・オーム、抵抗率温度係数

までのところ、次のようなテーマに渡って研究してい

数 ppm の抵抗素子〉の原子的解明ができるようになり

る。

ました。かねてから計画中の高周波スバッター装置が近

＊ペルチエ効果を利用した電流制御による結晶成長の研

く設置できますので私共の考え方を発展させて、コンデ

究

ンサー素子、歪抵抗素子、超硬薄膜の開発を予定してい

－ 29 －

ます。磁性半導体もこれと平行してとりあげ、マンガン

自称「ホトケのタナカ」( 一説にはホットケのタナカ〉

化合物をとりあげて磁性を分光学的アプローチから研究

の異名をもつ田中昭助手、結晶成長にかけては右に出る

しています。測定が低温度で、高い分解能の分光器で行

者はまず居ない勝野広宣技官 ( ボサツのカツノ ) から構

われ、データ解析に複雑な数値計算を必要としますが、

成され、III-V 化合物半導体結晶の成長、異種接合の製

年々新しい現象の解明に努めています。このほか、25

作等を受けもつ、いわゆる助川研であります。両研究室

-10

オングストローム (25 ｘ 10 メートル〉単位の極めて薄

合わせて総員 18 名、これ全て男性。電研一のパワーを

い有機脂肪酸膜を表面エレクトロニクスへ応用する目的

誇っております。
コンパともなればその盛大なこと。荻野さんを少し酔

で研究を、印度からの研究員アガワール博士がとりあげ

わせると「浪曲子守歌」、さらに酔わせると「南部牛追

て、有益なデータを得ています。

歌」、もっと酔わせるとシャンソンが出るはずですが、

誘電性化合物の研究は SbSI と SbI1-xBixSI について行
われています。V-VI-VII 族間化合物 SbSI は強誘電性と

その頃には我々の方がダウンしており、残念ながら未だ

光導電性をあわせもつ特異な物質であり、基礎的にも応

聞いたことがありません。助川さんは柔道家上がりの

用面にも興味がもたれています。たとえば電界印加に

堂々たる体格ですが、何と島崎藤村の大ファン。( 失礼 ?)

よって吸収端が大きく短波長側に移動するとと、異常に

藤村の感傷的な詩が次々と飛び出します。酔いがまわる

大きな誘電率や圧電性など電気的、光学的、機械的性質

とダイオード理論をとうとうと講義し始めることもあ

の間に大きな相互作用があり、光エレクトロニクス素子

り、そんな時、学生さん達は必死に酒を注いで酔わせて

や圧電素子として期待がもたれています。ところが現時

しまいます。
何といってもこの部門の客観的な特徴といいますと、

点においては良質で大形の結晶を得ることが困難であり
ます。そのため気相成長法その他の方法で結晶育成を行

男性的で且つ個性的〈むしろ特異〉な人物が集まってい

ない、構成原子気体中での熱処理がその性質に及ぼす影

ることでしょう。おもしろいことに年々入れ換っていく

響を研究しています。また強誘電性発現での構成原子の

学生もまた然りなのです。

役割を明かにするために同形化合物や一部置換体、たと

さて結晶成長というものは、須らく原子様の御都合し

えば SbI1-xBxSI の結晶育成も行なっています。こうして

だい。夜を徹して実験しても成長してくれないこともし

得られたものについて強誘電性の発現機構を明らかにす

ばしばです。やっと得られた成長結晶でダイオードを作

るために相転位をはさんで広い温度範囲にわたって誘電

り、さて測定というときに落としてしまい、机の下を

的、光学的、結晶学的性質を研究しています。特に強誘

這いずりままわって 0.5mm 角の物体を探しまわるのは、

電性発現の際の自発分極の存在がこの物質の電子構造に

極度の自の疲れを招きます。表面グループに送られた結

及ぼす影響を明かにするために電界変調分光的な研究を

晶は真空装置の中へセットされ、真空引きを丸一日。そ

行ない輿味ある結果を得ています。またあらゆる研究の

のあげく表面処理に失敗して良い特性が得られない、そ

基礎になる結晶構造の精密解析も行なっています。

んな時は、夜の歓楽に光かがやく街の灯も遠く涙にくも
り、ワンカップ飲んで部屋に備えつけの二段ベッドでふ
て寝することになります。

応用物性部門

始めると終りの無いのが裏話し。変な「講座紹介」に

「応用物性」と言いますと実に広範で漠然としており

なってしまって御免なさい。( 田中記〉

ます。当研究部門が実際に取り組んでおりますのは、発
光ダイオード、光電面、冷陰極等の高効率・高性能化で

電子計測部門

あります。これらはいずれも物質表面と光あるいは電子
との相互作用、即ち表面エレクトロニクスに関する技

電子計測部門の構成員は、教授高崎宏、助教授山口

術、および良質な結晶の成長技術、最適設計された p-n

十六夫、技官築地光男及び高橋秀年の 4 名です。浜松テ

バンド構造を実現する技術等を要求します。そこで当部

レビ KK からの受託研究員平野伊助君も当部門を紹介す

門のスタッフは大別して二つのグループに分けることが

るのに欠かせない存在ですが残念ながら近いうちに会社

できます。一つはシャンソン歌手への夢を捨て、表面エ

に戻らなければなりません。

レクトロニクスの分野で大成された萩野実教授を筆頭

電子計測部門が新設されたのは昭和 43 年ですが、現

に、オージェ電子分析のベテラン、宮尾正大助手、清純

在の構成員となったのは極く最近です。高崎教授が工学

派代表、唯一の独身職員、粟野春之技官から構成され、

部精密工学科から移ってきましたのが昭和 48 年 4 月で

国体表面物性を受けもつ、いわゆる萩野研。今一つは

同年 9 月に築地君が着任しました。高橋君は当時他の部

p-n 接合素子の大家、助川徳三助教授をキャップとし、

門でアルバイトをしていたのですが昭和 49 年 4 月筆者
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山口の着任と共に当部門に加わりました。それ以前は助

主力を注いで来た。今後はさらに新しい機能を持った画

教授助川徳三が当部門を担当していましたが昭和 48 年

像電子装置の研究開発を企図している。

応用物性部門の増設と共にそちらに移りました。

最近の主な研究テーマは

電子計測という部門名から高価な電気計測器がずらり

1. NEA ( 負電子親和力〉冷陰極の撮像管への応用

と並んだ研究室風景を想像されるかも知れませんが実際

に関する研究

はそうではありません。電子的手法を導入した計測技術

2. 撮像管用高分解能電子ビームの研究

は日進月歩でして、そのカバーする範囲は単に電気的諸

3 接合型蒸着光導電面の研究

量を測定するものに止まらず無限に広がりつつありま

4. 固体画像変換デバイスの研究

す。助川助教授が担当していました間は発光ダイオード

等であり、その成果は次々と学会等に発表され、新分野

や半導体光電面など電子と光が大きな役割を果たすオプ

の調査研究も着々と進んでいる。また、いままで撮像管

トエレクトロニクスが主要な研究テーマでしたが、現在

の試作に使用されてきた無塵室が改造されて半導体精密

の陣容になりましてからは電子より更に光の比重が増し

微細加工装置一式が設備され、これらの装置は他の研究

〈光子は質量を持ちませんが〉むしろ光学計測に近くな

部門の研究にも活用されている。

りました。光も元を正せば電子が放つものだし光を感じ

職員の構成は、西田亮三教授、安藤隆男助教授、岡本

るのも電子に外ならないから電子計測に違いなかろうと

忍助手、畑中義式助手、加藤隆仁技官の 5 名とアルバイ

苦しい解釈をしています。

ト学生の青山満君である。そのほか大学院生 2 名、研究

電子計測部門を訪れる人は他の部門とは異質の感じを

生 1 名、卒研生 4 名が当部門に所属している。

持たれるかも知れません。雑然とした薄暗い部屋にマネ

個人の紹介を簡単に行うと、西田 (12E) は所内で最古

キン人形が立ち、奇妙な縞模様のある顔写真が額の中か

参の一人で、研究所発足以前から主任教授として研究室

ら睨んでいるからです。これは高崎教授の考案したモア

を統括しつつ研究を推進して来たが、昨年 4 月から所長

レ計測法のテストサンプルとその三次元立体像の記録で

に就任した。従って、研究面と管理運営との両面にわた

す。とにかく後塵を拝するのが大嫌いという性格上高崎

り非常に多忙な日常を送っている。

教授にはユニークな研究が多く、過去の研究の記録が廊

岡本 (17N) は教授と共に戦前から勤務し、ずっと教授

下に陳列されています。筆者が東京大学からこちらに出

の指導を受け、主として光導電形撮像管に関する研究、

向して参りますとき、研究所の諸先輩の好意で超高真空

特に異種接合ターゲットの研究に従事して来た。さらに

装置と、高周波スパッタリング装置が購入できましたの

半導体素子と電子ビームの特徴を生かした新しい撮像装

で、着任後の日が浅いにも拘らず筆者の部屋も一応研究

置の研究開発を進めたいと努力している。

室としての体裁が整いつつあります。薄膜成長の光学的

さて、安藤 (32E) がこの 4 月から当部門に助教授とし

監視法や薄膜光導波路の作製と応用などの研究が現在進

て着任した。研究テーマは固体による画像変換デバイス

行中です。

の研究が主で、現在シリコンデバイスの試作設備、実験

築地君は現在工短 2 年生ですが高崎教授の右腕として

装置の整備に主力を注いでいる。当面、これらを使って

研究に勉学に忙がしい毎日です。高橋君はこの春（昭和

画像情報記憶処理の基礎研究を進め、将来、人工視覚の

50 年〉工短を卒業し、筆者の良き共同研究者として助

キーデバイスを生み出すことを夢としている。

手の役割も果してくれています。両君とも週 2 回のゼミ

次に畑中も昨年 4 月、当部門に着任した新人である。
研究テーマは NEA 効果を応用した冷電子放出素子の作

に参加して大学院生と対等に勉強し議論しています。
高崎教授と筆者とは専門が若干異っていますが、エリ

成および撮像管への応用で、現在シリコンを用いた冷陰

プソメトリーで結合しておりますので今後有機的な協力

極素子の研究に専念している。最後に加藤 (45J E) は昨

体制をとりながら部門を充実させていくつもりです。

年テレビ学会より鈴木記念賞を受けた新進気鋭の技術者
である。研究題目は平板レンズを用いた全静電ビジコン
の試作で、その後も引続き性能の改善に努力している。

画像電子装置部門
当部門は、従来、真空管研究部門であったが、研究内
容の発展にともない昭和 49 年 4 月から部門の名称が、

そのほか、試作管の電極製作、撮像管特性測定装置の整
備等一切を引き受けている。

画像電子装置部門とあらためられた。
当部門では、テレビジョンに直接関係の深い撮像管、

ガラス加工工場

イメージ管、透過形二次電子面等の研究開発を行い、特

真空管部門に欠くことの出来ないガラス細工室が研究

に新しい光導電材料を用いたビジコン型撮像管の開発に

所に昇格後ガラス加工工場として発足した。工場は各部
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門の試作管、実験装置、排気装置等のガラス細工のほか

回路のゼミナールも持たれています。その他 GaAs およ

最近は石英細工の要求も多く、それらを一手に引受け、

び（GaAI)As 結晶のエピタキシャル成長と各種素子へ

研究推進の大きな力となっている。また、工学部からも

の応用についても引続き研究がなされております。

ガラス加工や技術指導を依頼され中々多忙であるが、特

以上最近の研究情況について書きましたが、研究を離

異なサービス部門として研究に貢献している重要な存在

れては毎年入れ替ってゆく個性豊かな学生陣に教職員が

である。構成員は浦田孝延技官と平賀高成技官の 2 名で

リードされる形で、ある年はスポーツが、ある年は室内

浦田は所内でも最古参組のベテランで、ガラス加工に関

遊技がそしてまたある年にはギャンブルがと定まるとこ

する技術の直接指導に当っている。平賀は 3 年前に入所

ろなく繰返され、気分だけでも若々しい学校ならではの

した工短在学中の好青年で、既に加工技術を習得し、将

毎日を送っている回路研メンバーです。

来を期待されている。
超高周波部門
当部門のスタップは、助教授水品静夫 (32D) はじめ、

回路研究部門
回路研究部門の現況をお知らせ致します。47 年に堀

助手渡辺健蔵 (41MD)、助手近藤博司 (50MD)、技官足木

井隆教授、そして 50 年 4 月には杉浦俊治技官と昭和初

光昭 (48J E)、技術補佐員三輪泰照〈工短 M2 年〉と全

期の浜松高工電視研究室以来の大先輩が相次いで停年退

て佐鳴会員です。当部門の創始者である高尾磐夫教授

官され、現在では山本達夫教授を中心に清水洋美 (l6m)、

〈現湘北短大〉は一昨年 4 月停年退官されましたが、当

河村和彦助手（42MD) そして稲木祐一技官の 4 名が後

時から定評のあった、当部門の教育、研究、科学啓蒙に

を引継ぎ研究を続けております。受入学生は今年度は大

対する熱心さ〈期末試験、卒論、あるいは修士論文で泣

学院生 1、2 年各 2、卒業研究生 2、研究生の計 7 名であ

かされた方も多いと思います〉はそのまま水品助教授に

り、教職員共々総勢 11 名と研究所内ではどちらかとい

受継がれ、伝統になりつつあるようです。また、人の

えば小ぢんまりした部門になってしまいました。

「和」を重んじる気風も当部門の特徴の一つで、毎年弁

さて山本教授指導のもとに行なわれている研究内容で

天島にて一泊二日の同窓会を開き、卒業生、教職員、在

すが、最近の研究テーマの中心をなすのは MTIS 負性

校生相互の親睦を計ると共に 、研究および社会生活に

抵抗素子です。この素子は 5 年程前山本教授によって初

おける情報を交換し合っています。

めて見出された新しい動作機構を持つ S 形負性特性 Si

水品助教授はマグネトロン、トンネルダイオードを通

ダイオードで、薄い酸化膜を含むという点で特性の制御

してマイクロ波発振器の分野に造詣の深い、この道のベ

に多少の困難さはあるものの簡単な構造および製造プロ

テランで、現在は大学院生 2 名と三輪君を指導してガン

セス、早いスイッチング速度そして高感度で光に応答す

ダイオードの発振周波数限界に挑戦しています。また、

る等多くの特長を持っており、巾広い応用が期待されて

高層建造物による電波障害の解消にも興味をもち、卒研

います。又この負性抵抗特性は Si だけに限らず化合物

生にビルの模型を作らせている。いずれも電波のふるま

半導体である GaAs においても認められており、発光を

いの制御技術の研究の例題のようです。この他、研究面

含むいわゆる機能素子としての応用も可能と思われま

ではトランジスタの二次降伏現象の非破壊測定装置を考

す。現在これらの負性抵抗素子の動作機構の解析を河村

案して卒研生に試作させたり、教育面では一昨年開校し

助手が担当、大学院生および卒研生と共に理論計算そし

た浜松医大の講義を担当したり、その合聞には硬式テニ

て実験を重ねております。又母体結晶として GaAs を用

ス部、研究所テニス部の顧問としてスポーツの振興を

いた負性抵抗素子の試作を研究生を加えて行なっていま

計ったり、さながら八面六臂の大活躍です。

す。負性抵抗素子の応用として、素子を集積化した Si

当部門のマイクロ波測定技術は、高尾名誉教授の在職

シフトレジス夕、シフトパルス発生器そして論理機能素

中行われた高感度 ESR スペクトロメータの研究を通じ

子に関して清水助手を中心に稲木技官、大学院生が担

て培われたものであることは論をまたない。レーザ分光

当、又 CCDC（電荷結合素子〕と類似構造を持つパル

学の進展に伴い、マイクロ波分光学は多少色褪せた感も

ス読取式 SiMOS 形光電変換素子、および負性抵抗素子

あるが、物質の微細構造の探索における重要な一手段で

列と組合せた新しい形の国体撮像装置の試作についても

あることに変わりはない。この分野を渡辺と足木君が担

研究を行なっています。又回路技術の分野ではやはり清

当している。レーザは現代の寵児としてもてはやされて

水助手指導のもとに大学院生により、パターン認識およ

いるが、波長はともかく、可干渉性、単色性とくればマ

び処理の一端としてテレビジョンを用いた文字認識と処

イクロ波屋が本家本元です。しかし、いくら本家だ老舗

理の新方式の開発が行なわれており、必要とされる論理

だと喚いてみても、手をこまねいているだけでは時代の
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波に乗り遅れ倒産の浮き目に合うは必定です。そこで、

（「佐鳴」から転載）

当部門でも近年マイクロ波的観点からオプト・エレクト
ロニクスの問題に取り組み、現在新進気鋭の近藤助手
が、光導電体装荷ミリ波固体発振器による遠赤外光の検
出を研究している。
以上が大学院生 2 名、卒研生 2 名を含め総勢 9 名によ
る当部門の研究の実状です。確立されたマイクロ波測定
技術を背景に、ミリ波、サブミリ波さらには遠赤外領域
における諸問題を解決しようとするのが今後の研究方針
です。
電子物理部門：
材料部門

山田祥二教授（中央）、熊川征司助

教授（前列右）、喜多尾道火児助手（後列左から２人

材料研究室の歴史は、およそ 40 年を経過する。つま

目）、桑原

弘助手（後列左端）浦部和雄技官（後列

り高柳先生がテレビジョンの受像部にブラウン管を用い

左から３人目）、石野文昭技官（後列右端）、森本文

た時から発光材料に関連する分野を受け持ち以来研究の

子事務官

一翼として今日に及んでいる。
研究室の陣容は、研究の草創から重責を担う高木克
己教授 (llC) と研究の意慾に燃える新鋭の松本晃一助手
(40C) と同じく中西洋一郎助手 (40D)、ほとんど創生期の
頃よりの古参である古根村賢之輔技官、また清新気鋭の
鈴木佳子技官と中野栄一助教授 (l3C) の 6 名と、他に三
浦輝之君〈短大 E 科〉と佐野清子嬢の 2 名の協力者か
ら構成されている。
研究室の仕事はテレビジョン用の蛍光体の改良・開発
であったが現在は主に基礎的な面に力が注がれている。
電子線や紫外線の刺激で赤や緑に発光する蛍光体は、テ
レビジョンや種々の表示器などに使われるため、主とし
て製造に関する研究が先行した。当研究室も多くのエネ
ルギーをそれに費して来た。しかし近年結晶の構造や、
国体の量子論が論議されるようになって来てからは、蛍

半導体部門：

三橋広二教授（前列右）、豊田耕一講

師（前列左）、伊ヶ崎泰宏助手（後列右端）、石川賢
司助手（後列右から２人目）
、中村康夫技官（後列左
端）、友田和一技官（後列左から２人目）

光体の分野もまた、このような基礎的な研究が盛んに
なっている。
蛍光体の発光機構の解明は研究の最終目標とも云うべ
きものだが、蛍光体の歴史が 100 年に近いと云うのに、
未だ確立されてはいない。この研究室では主として化学
的観点に立ってこの問題に取組んでいる。材料は亜鉛や
カドミウムと硫黄やセレンからのカルコゲン化物を主と
し、その他酸素酸塩、稀土類酸化物などを取扱い、その
結晶構造や発光機構を追究している。自記分光光度計、
X 線回折装置、電子顕微鏡、原子吸光光度計などによ
り、高木教授を中心とする発光機構の構造解明、松本助
手の結晶成長法の研究、中西助手の電導機構の研究、筆
者の高純度粉末材料の研究などが行われている。是等の
研究は大学院生の教育と併行して行われ、電子工学専攻
や工業化学専攻の学生が 3~4 名、学部からの卒研生が
若干名研究に参加している。（中野）
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画像電子装置（旧真空管）部門：西田亮三教授（前
列 右 ）、 安 藤 隆 男 助 教 授（ 前 列 左 ）、 岡 本

忍助手

（後列中央）、畑中義式助手（後列右端）、加藤隆仁技
官（後列左端）

回路部門：山本達夫教授（写真右）、清水洋美助手

電子計測部門：

高崎

宏教授（右から２人目）、山

（前列右）、河村和彦助手（前列左）稲木裕一技官

口十六夫講師（左から２人目）、

（後列）

高橋秀年技官（左端）、築地光雄技官（中央）

応用物性部門：萩野

超高周波部門：水品静夫教授（前列左）
、渡邊健蔵助

實教授（前列左端）、助川徳三

助教授（前列中央）、宮尾正大助手（後列左端）、

手（前列右）、近藤博司助手（後列中央）、足木光昭

田中

技官（後列右）

昭助手（後列右端）、勝野廣宣技官（後列中

央）、粟野春之技官（前列右端）

材料部門：高木克己教授（前列左）、中野栄一助教授
（前列右端）、中西洋一郎助手（後列左から２人目）、
松本晃一助手（後列右端）、古根村賢之輔技官（前列
中央）、鈴木佳子技官（後列右から２人目）

－ 34 －

ガラス細工室：浦田孝延技官（右）、平賀高成技官
（左）

創立 10 周年記念誌「10 年の軌跡」発刊に際して
第３代所長

西

田

亮

創立 10 周年を祝して

三

この地にテレビジョンの研究が芽ばえてから 50 年、
静岡大学工学部の附属電子工学研究施設として発足して
25 年、さらに長年の念願であった附置研究所に昇格し
て当電子工学研究所が設置され、昨年 4 月をもって 10
周年を迎えることになりました。その間、関係方面の温
い御援助と先人の努力の賜で今日の発展を見ましたこと
は所員一同の感謝と喜びとするところであります。この
記念すべき時にあたり当研究所の歩み来た 10 年の小史

高

柳

健次郎

をここに発刊することができましたことは誠に喜びに堪
えません。

静岡大学電子工学研究所が、ここに創立 10 周年を迎

顧みますと、高柳先生を中心に諸先輩によって築き上
げられた立派な研究室を不幸にも戦火によって失い、無

えられ、愈々御発展をされつつあることは、まことに慶
賀に堪えず、心より御祝い申し上げます。

一物の状態から、後に初代所長に就任された堀井元教授

本研究所が創立以来、堀井教授、高尾教授及西田教授

の陣頭指揮のもとに研究室の再建にあたった苦難の時代

の歴代の所長初め研究員の教授の方々の御努力により、

を経て、渡辺元学長の研究に対する熱意のこもった御配

愈々研究室及諸研究設備が充実、整備せられ、それ等を

慮と関係方面の御理解によって、待望の附置研究所とし

駆使されてエレクトロニックスの新分野に対して、重要

て本電子工学研究所が昭和 40 年 4 月に現在地の新庁舎

な研究開発を行われ、着々と偉大な成果を収められ、日

に誕生したのでありました。電子物理、半導体、真空

本のエレクトロニックスの発展に大いに貢献されつつあ

管、回路、超高周波、材料の 6 研究部門で発足いたしま

ることは、まことに感謝に堪えません。

したが、その後昭和 43 年に電子計測、続いて昭和 48 年

さて顧みますに、私共が浜松高工で初めてテレビの研

に応用物性の 2 部門が増設され、翌 49 年には真空管部

究を開始した大正 13 年の頃は、今日の様な立派なテレ

門が画像電子装置に部門名を変換いたしました。創設以

ビ研究室もまた研究設備もありませんでした。辛うじて

来、オプトエレクトロニクスを中心に、これに関連する

生徒の実験室の一隅を借り粗末な手製の実験機器を使っ

半導体材料、その応用素子、画像変換電子装置、光電計

て、研究を始めました。

測など電子工学の新しい分野の研究を目指して、所員一

私は最初から全電子方式テレビの研究を志したのに、

同研究に精進を続けてきたと自負致して居ります。今後

学校には何等の真空技術も設備もなく、撮像管及受像管

さらに最近重視されている学際領域の問題を含めて、ま

の試作研究には、大変苦労致しました。それで中途から

すます研究を発展させてまいりたいと考えている次第で

は、国内の某大会社の研究所で試作をして頂いて、漸く

あります。

受像ブラウン管を得て、これを利用して、大正 15 年 12

10 周年を契機に私どもは初心にたちかえり心を新た

月末に、テレビの実験でブラウン管の蛍光面上の「イ」

にして、諸先輩が樹立された輝かしい伝統を継承し、部

の字の受像に成功しました。私は当時を回想してまこと

門ごとの割拠的なものを排して研究所が一体となって、

に感慨深いものがあります。

和協一致、創意を発揮して新時代の要請に対して最大の

更に、テレビの研究が進展して、昭和 6 年に至って、

努力を傾けねばならないと思います。本史の刊行によ

文部省及 NHK の御好意により、多年の念願であったテ

り、10 年間の活動状況、研究成果を関係の方々にお知

レビの総合研究室が完備され、堀井教授初め優秀な多数

らせし、研究のあり方について御教示、御批判を頂いて

の研究員が採用せられ、有力な研究チームが結ばれまし

本研究所の今後の発展の一助と致したいと存じます。ま

た。

たこの小史が本研究所将来への発展に大きな反省とはげ
ましの資となれば幸であります。

私達は全員で撮像管や受像管を考案、改良、設計し、
これを担当の研究室で試作し、それをカメラ研究室や受

電子工学研究所の今後の発展のため皆様の暖かい御支

像室で試験し検討しました。其の結果は研究員全員に報

援を賜りますようお願い申し上げます。

告され、検討されて、次の改良案を得て其の試作を試み

昭和 51 年 3 月

ました。こうしたことを繰返すことにより、従来の研究
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る次第である。

速度の数倍の速度で研究が進展して、昭和 10 年の秋に
は、全電子方式で戸外の景色の撮像に成功し、つづいて

顧みて私は昭和 35 年 3 月、39 ヶ年間奉職した東北大

昭和 12 年には実用性のある現在に近い全電子方式テレ

学を定年退官し、直ちに静大に迎えられてから 9 ヶ年

ビを完成し、NHK がこれを採用してテレビ放送を計画

問、任期満了で退官するまで学長の重責を負ったが、私

するに至りました。

が初めて当時広沢町にあった研究施設を訪ねたのは学長

私は此期間を回想して、研究員の方々が全く献身的に

着任からしばらくおくれて 5 月下旬になってからであ

努力精進され、チームとしての成果を収めて頂いたこと

る。堀井施設長その他諸教官から所内を案内され、つぶ

に対して、深く感謝する次第であります。そして更に研

さに研究内容などの説明を承ったのである。

究は、エレクトロニックスの基礎より積上げた科学、技

私はつい先き頃まで東北大学で狭隘な研究室と不充分

術を自ら体験し、苦労することによって、初めて画期的

な研究設備で苦労を重ねていた経験の持ち主ではあった

な進展をとげること、個人のみでなくチームによって大

が、ここ浜松の研究施設は東北大の比ではないことと、

きな研究題目は解決出来ることを痛感しました。

しかも教官一同の研究意欲がいかに昂揚しているかが感

さて、現在のテレビ方式は、既に研究されてから５０

じられた。なんとか施設設備充実への手を打たねばなら

年になり、実用化されて居りますので、今後テレビの改

ない、それには部門の増設ならびに附置研究所への昇格

良進歩について、残されている問題は、次第に少く且、

が是非とも必要であると考えた次第であった。詳記の必

困難なものになり、研究員の方々の研究テーマの撰択に

要はない事であるが、昭和の当初から浜松工業専門学校

は、困難されるではないかと存じます。

においては高柳健次郎先生の先覚者的なテレビジョンの

しかし、考え直してみますと現在は、次のより高次な

研究が開始されており、昭和 10 年のアイコノスコープ

理想的テレビ及テレビ技術の応用の新分野の聞かれる第

の完成はアメリカの Zworkyn 氏のそれと共にまさに画

二の５０年の初年に当る様にも考えられましょう。此新

期的なものであった。
かかる輝かしい歴史をもつので、昭和 25 年 3 月高等

分野を開拓する為には、数数の高次のエレクトロニック

教育新制度の発足に当り、工学部附属電子工学研究施設

ス技術の研究開発が必要でありましょう。
私は本研究所研究員の方々が、この新しいテレビ時代

として出発した。研究部門は真空管、回路、材料に関す

の開拓のため重要な役割を果される事を大いに期待申し

る部門であった。ここでは終戦後の苦難にも屈せず研究

上げたいと存じます。

に精進され、ビジコンの試作の成功とともに工業用テレ

終りに、本研究所の創立に尽力された渡辺元学長及堀
井教授に深く感謝申し上げます。そして本研究所が今後

ビの国産化に貢献するところが大であり、かくて 29 年
度には電子物理研究部門の増設を見ていた。
そこでわが研究施設は昭和 36 年度概算要求に半導体

益々御隆昌になることを心より祈り申し上げます。

電子工学と超高周波回路の 2 部門増設を申請した。ちょ

（電研１０周年記念誌「１０年の軌跡」から転載）

うどこの頃、文部省大学学術局に設けられていた研究所
協議会の下部組織である基礎電子技術開発小委員会は、

電子工学研究所誕生の思い出

国内の基礎電子技術推進の目的から東北大の通研、東大
の生産技研などの附置研究所だけに電子工学関係の研究
部門を増設することを企画しておったが、このなかに静
大の電子工学研究施設をもあわせて考慮せよとの主張が
なされた。そして前者は 36 年度に、後者は 37 年度に増
設されたのである。
このように研究部門数は 6 を算えたので附置研究所へ
の昇格を 38 年度及び 39 年度の概算要求で申請したが、
その機運はいまだ熟せず不成功に終った。一方、中央教
育審議会の答申のなかに「附置研究所は博士課程をもつ
大学に置く」ということがあり、従って、理工系新設大

元静岡大学学長

渡

辺

寧

学には附置研の設置の道はこの厚い壁によって閉ざされ
ていたといえる。

このたび電子工学研究所が創立 10 周年を迎えられた

しかし私達はこの昇格の希望を断念せず、研究業績を

ことはまことに慶ばしいことで、心からお祝い申し上げ

挙げることでわれらの熱意を表明せんものと、堀井教授

－ 36 －

の陣頭指簿の許に教官職員全員は不退転の熱心さをもっ

れた。所長は学校長が当り、所員は教官中から学校長が

て研究に精進されたのは勿論であった。それにしても、

任命した。」と述べられ、それに続いて理工学研究所規

文部省の当局者への要望陳情には並々ならぬ努力を重ね

程が掲げられている。
大分古い話であるが、研究所の歴史の 1 コマとして、

ねばならなかった。
新年度の予算編成は例年 9 月下旬から年末までである

これについて書いておくのも意義があるかと思ってとり

が、査定の進むにつれて文部省へ提出する要望説明書を

あげた。当時の状況をふりかえってみると、既にご承知

いくたびか補足書き直さねばならなかった。大蔵省主計

のように昭和 20 年 12 月に GHQ から政府機関に対し、

局の文部担当主計官に堀井教授とともに陳情に出向いた

TV 関連の研究を禁止する布告が出されている。研究所

ことは幾度だったろうか。忘れもせぬが、大蔵省の第 l

でも、戦前戦中の研究事項、研究員、建物、研究費など

次査定でめでたくもわが附置研予算が決定したのは 12

の報告と並んで、今後どのような研究を計画しているか

月 19 日のことであった。

の調書を昭和 21 年 4 月に提出している。その時の記録

かくて待望の電子工学研究所が昭和 40 年度を期して

によると研究員は 24 名 ( 内訳 : 教授 2、助教授 2、助手 2、

出発することになった。いま私は電子工学研究所誕生の

技術員 15、同見習 3、まだ広沢・城北にはガスの配管も

往時を回顧して真に感慨無量である。この感は私だけで

修復されておらず、私共は三立製菓の好意でその建物の

はなく堀井初代所長を初め研究所教職員一同も同様であ

一部を借用させて戴いていた。広沢町の旧工専校舎に

るに違いない。

移ったのは昭和 22 年 4 月で、先ず真空管と回路研究室

新設大学に堅く閉ざされていた壁はついに開かれたの

が、ついで 7 月に化学研究室が引越した。この年の 8 月

である。だがこの門戸を開いたものは浜松に伝わるテレ

から TV 送受信機の試作にかかり、10 月の工専創立 25

ビ研究の歴史の偉大な力であるともいえるのである。研

周年記念祭にはどうにか TV を公開する程度まで復興す

究施設時代の研究業績の高い評価のある事はもちろんで

ることができた。こんな中で、この年の 7 月と 12 月の

あるが、文部・大蔵両当局者への陳情説明に当って感ぜ

電気通信学会誌に「イメージオルシコンの動作理論」お

られたことは、「テレビ発祥の地である」ということが

よび「その擬似飽和現象の解析」が掲載され、これは戦

万語にまさる魅力的な説明ではなかったかと思われたか

後における撮像管関係の研究論文の第 1 号となった。
このような状況の中で、工専教授の 2、3 の者から電

らである。
そこで私は擱筆に当り「学術は先覚を尊ぶ」という言

研を解体し、理工学研究所として工専の全員が利用でき
るようにしたいとの提言があり、そのための専門委員会

葉を記したいのである。

が作られた。長いことあれこれともんだ末に、前掲のよ

（電研１０周年記念誌「１０年の軌跡」から転載）

うな規程が作られた、あるいは作らされた次第である。
2、3 の提案者の思惑が先行して、運営の中心、責任を

理工学研究所設置についての思い出

とるべきところも判然とせず、研究所としては最も憂慮
すべき事態であった。この時には、後に工学部長となら
れた井形先生の庇護を受け、どうにかこの程度の規程で
とりまとめることができた次第である。
この規程が出来た頃から、工専としては最大の事業と
もいうべき静岡大学への統合問題が起こり混迷・流動す
る事態の中で、結局理工学研究所は何の動きもしないう
ちに、昭和 24 年 6 月から新制静岡大学がスタートする
ことになった。電研は、それに遅れること約 9 ヶ月、２
5 年 3 月には工学部附属の電子工学研究施設として国立
学校設置法一部改正によってその地位を確立し、本来の

初代所長

堀

井

隆

姿で運営できるようになった。
理工学研究所規程が文部省にまで提出されて承認を受

静大工学部 50 年史をひもといていたら、理工学研究

けていたのかどうかよく知らない。また規程では「所員

所設置という項目が目にとまった。第 7 代の江見節男校

は実験研究に従事するものにして本学教官中より学校長

長のところで『昭和 22 年 2 月 5 日に元の浜松工専校舎

これを命ずる」とあるが、これに従って任命された所員

跡に、電視研究施設を中心として理工学研究所が設立さ

がいたのかどうかもはっきりしない。

－ 37 －

何れにしても、この時は研究所の存立が大きくゆさ

門増に対するー布石であって、名義的には真空管を担当

ぶられ、孤立無援の中で研究所を温存するために一番

し、実質的には新部門として超高周波を開設することで

心労の多かった時期であった。顧みると静岡大学への

あったのである。そのために研究費は 5 等分して配布さ

統合という難事業をひかえ、これを先ずかたづけねばな

れた。因みに、当時の部門あたりの研究費は 30 年度に

らなかったことが、研究所としてはむしろ好都合に運

13 万円、33 年度に 20 万円といった程度であって、今日

び、色々な点で恵まれたと思っている。大学として特色

では信じられない数字であろう。研究費は上述の通りで

をもたせるためには、この電子工学研究所のようなもの

あり、また定員の割愛も期待できない状況の下で、新部

をその一つの核として育てることが重要であるという考

門を如何にして開店するかが私に与えられた課題であっ

えは、むしろ文部省や外部から静大へ来られた方々のほ

た。幸い島田理化工業 KK から実武夫社長の御好意によ

うが強くいだいておられたようで、その後の研究所の発

り、マイクロ波減衰器の開発を研究委託され、これに必

展は、歴代学長の深いご理解もあずかつて、大変順調で

要な測定器、真空ポンプ、等の借用と同社の伊藤哲夫君

あったと思っている。

の出向が認められ、何とかその責を果し得たのである。
このとき内山泰次君 ( 現在日本楽器〉が長期にわたり無

（電研１０周年記念誌「１０年の軌跡」から転載）

償で研究に奉仕して下さったことは忘れられない思い出
である。

随

感

超高周波の部門増の概算要求は毎年申請されていた
はずであるが、これが実現したのは昭和 37 年でその問
7 年の歳月を要したことになる。この問、私としては悪
くいえば体のよい食客的存在で、思い余って昭和 33 年
には当時の学長山田良之助先生に " 石の上にも 3 年とい
う言葉があるが、4 年たっても見通しがつかないのでは
……“ と単独陳情したことも忘れられない。残念ながら、
その時の先生の御返事は思い出せない。その年度末、
ちょっとした経緯から臨時事業費 125 万円を支出される
ことになったが、これは当時の会計課長今村正喜氏の御
尽力によるものである。御蔭を以て初めて、マイクロ波
第 2 代所長

高

尾

磐

測定器を可成り整備できたのである。これを契機として

夫

というべきか、翌 34 年には "ES R スペクトロメータの
電子工学研究所が創立 10 周年をむかえたことは誠に

研究 " で機関研究費が下布された。電研では従来テレビ

御同慶の至りである。また本年は、静岡大学に研究所を

関係以外では科研費はもらえないという不文律があった

基盤にして大学院博士課程の新設が内定したようで、大

が、それが打破されたのは山田学長の御尽力の賜物と推

学の発展に対する研究所の存在価値と責任は益々増大

察している。翌 35 年、山田学長御退官の送別パーテイ

するものと考えられる。昭和 40 年に電子工学研究所が

の席で先生に御挨拶した時、" 後任は渡辺先生だ。今後

新設大学に唯一の理工系附置研究所として創設されたこ

はよくなるぞ。期待し給え “ と言われたことは忘れられ

とは他大学の大きな関心の的となったが、此度の博士課

ない。果して渡辺寧先生の学長御就任の翌 36 年に半導

程の新設もまた新しい波紋を投じるものと推察される。

体部門が、そして引き続き 37 年に待望の超高周波部門

ローマは一日にしてはならず、今日の発展の背後にある

が増設されたのである。而してこの部門増が研究所に飛

テレビ研究の歴史の偉大な力を改めて痛感する次第であ

躍する最後のステップであったことは、私にとっては特

る。

に感慨深いものである。

顧みれば、私が研究所の母体である工学部附属電子工

以上、超高周波部門誕生の顛末の思い出を申し述べ

学研究施設に奉職したのは昭和 30 年 1 月である。それ

た。内部的には堀井先生の激励と高木、西田両氏の理解

まで旅順工科大学、海軍技術研究所、東海パルプ KK、

と協力により支えられたのは勿論であるが、また上記の

島田理化工業 KK と多くの職場を遍歴したが、ここで

方々のかくれた御支援があったのである。この機会をか

思いがけない体験を味合うことになった。当時の研究施

りて満腔の謝意を表する次第である。

設は電子物理、真空管、回路と材料の 4 部門構成で、教

（電研１０周年記念誌「１０年の軌跡」から転載）

授は堀井先生お 1 人であった。私の教授就任は先生の部
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電子工学研究所 15 年のあゆみ

た。
同年に第 4 代所長に三橋教授が就任した。
さてこの 15 年間の研究成果は、半導体、けい光体、
誘電体の固体物性、結晶成長機構、固体表面物性、冷陰
極、光導電型撮像管、半導体セラミクセンサーの研究な
ど研究テーマの一部を挙げてもわかるように材料の基礎
研究と応用装置の研究とが協力してオプト・エレクトロ
ニクスという電子工学の分野における成果が得られたこ
とが一つの特色であり、これはテレビジョン研究の揺籃
期の電視研究室で行われた高柳先生のシステム工学的手
法による研究の進め方の流れを汲む伝統であろう。これ

第４代所長

三

橋

廣

二

にさらに、マイクロ波からミリ波域における電子装置や
モアレ測光による立体計測の研究成果が加わって、広い

電子研究施設時代の 16 年を経て電子工学研究所に移
行したのは昭和 40 年 4 月であり、研究所設立の意義に

窓味でのオプト・エレクトロニクス的情報処理技術にお
ける分野で、大いに注目されるに至っている。

ついては故人になられた京都大学名誉教授阿部清先生の

昭和 51 年 6 月にかねてから当局に要望していた博士

次の言葉に言い尽されている。「世界的に著名な高柳先

課程大学院 ( 電子科学研究科 ) が研究所を中心に工学部

生が創業の種をまき、それを今度は渡辺寧先生が実らせ

と一体となって更に浜松医大の協力をえて設立されたこ

て研究所が設立された。」また当時の渡辺学長が、「研究

とも、静岡大学に研究所が設立されたことと同じように

所昇格に当って浜松市は、ちょうちん行列くらいのお祝

きわめて意義ぶかい。科学の進歩は柔軟で創造力豊か

をしてもよいのに」と漏されたことからもわかるように

な 20 才台後半の研究者の活動に強く依存する。これら

静岡大学にとっても画期的なことであったと云えよう。

若い学徒が経験豊かな教官の指導によって質の高い研究

さて、どの研究機関でも、その機関の研究者の特性や

を行うということは社会的に見ても大変重要なことであ

その機関の歴史的、地域的背景に影響された特色を活か

り、研究所における研究活動の原動力になることと恩わ

した研究が活溌に行われるのが望ましい。わが電子工学

れる。しかし一方限られた期間、設備の枠の中で質のよ

研究所でもテレビジョンの研究から出発し、さらにそれ

い成果を挙げることは学生にとっても教官にとっても誠

から発展したオプト・エレクトロニクス、パターン情報

に厳しい試練なのである。われわれとしても博士課程の

処理技術の分野に重点をおいた研究がこの 15 年間進め

発展のために、大いに努力していかなければならないと

られて来た。

考えている。現在 11 名の学生が博士課程を研究所で履

研究所は、はじめ堀井隆所長の下に電子物理 ( 山田祥
二教授〉、半導体 ( 武藤時雄教授、現在三橋広二教授〉、
真空管 ( 西田亮三教授〉、超高周波 ( 高尾磐夫教授、現

修中でありまた 2 名が既に学位を取得して巣立っていっ
た。
終りに阿部清先生のいましめ「研究員の諸兄は高柳、

在水品静夫教授〉、回路 ( 堀井隆教授、現在山本達夫教

渡辺両大家の名をはずかしめないよう研究所を大いに発

授〉、材料 ( 高木克己教授、現在島岡五朗教授 ) の 6 部

展させる義務がある」という言葉が示すように私どもに

2

門 (1.692m ) で発足した。昭和 43 年には電子計測 ( 助川

課せられた社会的資任の重さを感じている次第である。

徳三助教授、現在高崎宏教授 ) の設置を見た。44 年に

なお佐鳴編集理事清水孝教授からは学校に関する思い

は極低温実験室の設置によって液化ヘリウム温度 (4.2 絶

出をという御依頼を受けたが、筆者の研究所における経

対温度〉の実験が可能になり、電子材料や低温エレクト

験不足と能力不足で無味乾燥な内容になったことをお詑

ロニクスの研究の基本的設備がそなえられた。46 年に

びする次第である。( 筆者は電子工学研究所長、住所：

は第 2 代所長として高尾教授が就任し、48 年には応用

城北 2-28-17)

物性部門 ( 萩野教授 ) が新設されて、計 8 部門の規模の

参考文献

現在の研究所となった。昭和 49 年には西田亮三教授が
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第 3 代の所長に就任し、この年に真空管部門は画像電子
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側に 780m の研究棟が完成し、総延面積 5.678m となっ
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高柳健次郎先生の文化功労者受賞の報に接し、わが電子

工学研究所の産みの親とも云える高柳先生と既に故人と
なられた元静岡大学学長渡辺寧先生のお二人とも受賞と
いうこととなり、研究所にとっても浜松工業会にとって
も誠に名誉なことである。学問的に考えると、高柳先生
がテレビジョン工学の父であるとすると、渡辺先生は半
導体工学の父と仰がれる方であり、長い道のりを乗り越
えて今日の我が国の電子工学の基礎をきづかれた両先生
の功績を大いにたたえたいと思う。今回の受賞は同時に
私共の研究所に対する激励と期待と責任の大きいこと
と受けとめる次第である。 (「佐鳴」から転載。昭和 55
年 10 月 22 日、受賞の内報に接して。)
電研で開発した X 線ビジコン（CdS 単結晶）

昭和５０年頃の写真

定年退官教官の送別会で挨拶する渡邊前学長
（昭和４８年３月２６日）

（昭和５０年１１月）

工業会で講演する高柳先生
（昭和５２年１月２２日、市民会館）

旧職員会懇親会（昭和５４年２月１８日）
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電子工学研究所創立２０周年記念講演会、記念式典、祝賀会の次第
1、記念講演会次第
１３：００

開会の辞

演

水品実行委員会副委員長
( 司会 )
島岡五朗所長挨拶

１３：１０

講

「これからの電子工学」
東北大学電気通信研究所長
西澤潤一氏

１４：２９

閉会の辞

水品実行委員会副委員長

司会

伊東事務長

１５：００

開式の辞

荻野実行委員会副委員長
島岡五朗所長式辞
加藤一男学長挨拶

１５：１５

来賓祝辞

2、記念式典次第

１５：４０
１５：５８

祝電披露
閉式の辞

3、祝賀会次第
１６：３０

開会の辞
来賓祝辞

１８：３０

乾杯
歓談
所長挨拶
万歳三唱
閉会の辞
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文部大臣 松永光氏
浜松電子工学奨励会会長 高柳健次郎氏
元静岡大学長 桜場周吉氏
静岡県知事 山本敬三郎氏
浜松市長 栗原勝氏
萩野実行委員会副委員長
萩野実行委員会副委員長

山田実行委員会副委員長
〈司会〉
浜松電子工学奨励会理事長 西田亮三氏
浜松工業会々長 有信春二氏
工学部長 井原素三氏
工業短期大学部主事 影山静夫氏
浜松電子工学奨励会理事 堀内平八郎氏

前電子工学研究所長 三橋廣二氏
山田実行委員会副委員長

挨拶する島岡五朗所長

特別講演する東北大学電気通信研究所
所長

来賓祝辞を述べる浜松電子工学奨励会
会長

西澤潤一教授

グランドホテルに於ける記念式典

高柳健次郎氏

祝賀会

研究所一般公開
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初代所長堀井隆先生への回顧

て設立された財団法人です。設立当初、この財団の理事
長に安達禎校長、理事に高柳先生らがそれぞれの役割を

名誉教授

萩

野

實

果たしており、昭和１２年から１７年にかけて、広沢町
の学校敷地の拡張の一助として、財団の財産の一部で不

私が静岡大学電子工学研究所に赴任したのは昭和４０

動産（土地、建物）を購入しました。その中で土地の大

年 (1965) ５月で本研究所の創立日に遅れること一ヶ月で

部分を文部省へ学校敷地として譲渡しましたが、残余の

あった。当時、本研究所創立に貢献した今は亡き大先輩

土地、建物は戦後に引き継がれていました。戦後の昭和

の方々；静大学長渡辺寧先生、初代所長堀井隆教授、武

３１年からは堀井先生 ( 理事 )、地田義明氏（主事）ら

藤時雄教授、高尾磐夫教授、西田亮三教授、高木克己教

が引き継いでいます。財団の財産の管理は地田氏が担当

授らが活躍しており、学外では高柳健次郎先生が健在

していて、昭和４６年 (1971) 財団所有の旧寄宿舎敷地の

で、講演や諸行事のために浜松に時々お見えになってい

処分により基本財産の増額を計り、テレビジョン研究の

ました。

援助を進めてきましたが、堀井理事長が将来のことを考

この度、創立５０周年記念誌に初代所長堀井隆先生に

えて、高柳先生とも相談の上、当時本財団が有する残余

ついて何か寄稿してくれとの依頼を受けました。半世紀

の土地全部を処分して基本財産に繰り入れて、その利息

近く昔の事でもあり、共に在職したのは先生の定年迄の

収入をもって、堀井先生がかねて念願であった高柳先生

７年間だけであり、研究室も異なっていたので、私が堀

のテレビジョン開発の功績を残すためと、電子工学の向

井先生について語るには最適任者とは思いませんが、思

上発展に寄与することを目的とする事業として高柳賞を

い出す事柄、及び、電研創立３０周年時に浜松工業会の

設ける案が出ていました。

機関誌「佐鳴」の編集者より依頼されて私が書いた記事

堀井先生の定年退職（昭和４７年３月）後の昭和何年

（「佐鳴」92 号、平成８年）などを参考にして記してみ

頃か不明ですが、山田祥二先生と私が堀井理事長から相

ることにしました。

談することがあるからと呼び出されました。その用件

私が赴任した当時の堀井先生の印象は、やや長身痩躯

は、高柳賞の具体化についての相談でした。この相談会

で大きな声の明瞭な言葉で話してくれる好々爺という感

は数回行われ、その詳細については記憶していません

じでした。私は聴講したことはないのですが、「先生の

が、結果として現在の形で高柳賞の募集、選考、授与が

講義は大層明解で、後で解らなくなるような難しい事柄

実施されることになりました。昭和６０年 (1985) に第１

でも講義を聞いているときは良く解った気になる」とい

回の高柳賞の募集が行われ、その年の１０月に高柳賞の

う話をよく耳にしました。私の直接的な思い出として

贈呈式が挙行されました。しかし、堀井先生は高柳賞の

は、種々の会合の始まりの乾杯のときに、ニコニコしな

実施を待たずに、同年の３月にお亡くなりになったのは

がら「お酒の飲めない私が何時も乾杯の音頭をやらされ

誠に慚愧に耐えません。その後バブル経済崩壊時に２度

る」と前置きして膝を一寸沈めて「く」の字になって杯

（平成１０、１１年）の中断がありましたが復活し、現

を揚げられた姿が目に浮かびます。
先生の研究面に関係した事柄については、研究室が異

在も平成２６年１２月に第２８回目の贈呈式が行われて
おります。

なっていたせいもあり殆ど知りませんでしたが、先生は

高柳賞のことに関して、「静岡大学テレビジョン技術

テレビ撮像管の研究を行っていた為、私の研究対象であ

史」（昭和６２年８月発行）に収録されている “ 電子工

る光電面に関心を持っていて、画期的な光電面である

学研究所設立までとこれから ” と題した座談会の中で堀

「負の電子親和力光電面」に関する最初の論文を逸早く

井先生は次のようなことをおっしゃっています。

見つけて私に教えてくれました。お陰様でこの光電面に

「今まではテレビという名前がついていたから、財団は

関わる研究を早期に始めることができ、その後の私の研

経費を出していたけれども、そういう形で出すのは、逆

究の主要なテーマの一つとなりました。

に言えば研究所を縛ることだよね。でも電子科学に関し

電研が深く関係している浜松電子工学奨励会（設立時

た業績を上げた人にはテレビでなくて構わないんだよ

の名称は浜松高等工業学校電子工学奨励会）という財団

ね。今後、個人の奨励金みたいな形で来年から出しま

法人があります。これは、ご承知の方も多いと思います

しょう。」と。

が、昭和１５年 (1940) 開催予定になっていた東京オリ

この座談会は昭和５９年（１９８４）１２月１５日堀

ンピックのテレビジョン放送実施のために、昭和１２年

井先生宅にて開催され、堀井先生からお話を伺えた最後

(1937) に日本放送協会（ＮＨＫ）が高柳健次郎先生研究

の機会となったものです。
このように、高柳賞の設定は堀井先生の発案、尽力に

グループを招聘した際のＮＨＫからの報奨金を基金とし
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よるもので、改めて先生のテレビジョン研究、広くは電

後にも研究室の苦難の時期がおとずれた。外からは昭和

子科学に対する情熱の強さを感じます。更に付け加えた

２０年（１９４５）１２月に進駐軍の命令書でテレビ研

いことは、この様なことが実現できたのは、財団の財産

究が禁止され、このとき名称を電視研究室から電子研究

の一部を、戦前に土地、建物に先行投資しておいた設立

室と改めた。学内においては、電子研究室を廃止して理

当初の関係者の先見の明のあったこと、及びバブル経

工学研究室にしようとする案が論じられた。」

済崩壊の兆し前に財団所有の土地、建物処分を平成５

“ 電視 ” とは “ テレビジョン ” のことであり、この研

年（１９９３）に完了した地田義明初代電研事務長のお

究が禁止されたため “ 電子 ” と変えたわけです。この

蔭であり大いなる敬意と謝意を表したいと思います。と

変えた年月は定かではないが、「静岡大学テレビジョン

にもかくにも、お酒の飲めない堀井初代所長とお酒の好

技術史」に記載されている年表によれば、昭和２２年

きな地田初代事務長は電研においても財団においても、

(1947) ４月電子工学研究室（元電視研究室）広沢町の旧

中々の名コンビだったと思います。

校舎で研究開始、とあります。戦後、学内から生じたも

この文の最初に堀井先生は、笑顔を絶やさない好々爺

う一つの苦難の要因となった理工学研究所の問題につい

であるとの印象を受けたと書きましたが、堀井先生と長

ては、電研創立１０周年記念誌「１０年の軌跡」に堀井

年研究を共にしてきた西田亮三教授から「研究所になる

先生自身が寄稿しており「理工学研究所設置の思い出」

以前においては、堀井先生は大層熱心な研究者であり、

という題で昭和２３年（１９４８）頃に電子工学研究室

大変厳しい人であった。研究所になってからは誠に大ら

の存続が危険にさらされたことに関して詳しく述べてい

かになった。」ということをしばしば聞かされました。

るのでここでは割愛します。

この様な見かけ上の変化は、研究所になる以前の歴史を

昭和３５年 (1960) 渡辺寧先生が静大学長に就任された

紐解いてみて理解できるような気がいたします。即ち、

ことは、電子工学研究施設にとって幸運であった。渡辺

高柳先生が研究員など１７名と共に昭和１２年にＮＨＫ

学長は日本における電子工学の先駆者であり、昭和３５

へ移って以来、堀井先生は責任者として残留して戦中戦

年 (1960) から９年間静大学長を務めた人で、その間、昭

後を通して２８年間テレビジョン研究の灯を絶やさず、

和３８年 (1963) に東北大学学長に選出されたが、辞退

しかもトップレベルの研究を維持して頑張ってこられた

して静大の充実と発展に尽くされた学長である。しかし

ことと、研究所への昇格を実現して肩の荷を一遍に下ろ

研究所昇格のためには、渡辺学長の存在だけでは駄目で

された安堵感によるものだったのでしょう。

ある。電子工学の専門家である渡辺学長をして、部門増

研究所になる以前の電子工学研究施設時代の堀井先生

や研究所への昇格の推進を決意させたのは、戦後の種々

の研究功績や施設運用に関わる苦労については、直接知

の困難にもめげず、堀井先生陣頭指揮のもと、高柳先生

る由もありませんが、過去の出版物の記事から私の印象

不在といえどもテレビジョン研究成果においてトップレ

に残った事柄を少し紹介することにします。

ベルを維持していたことにあります。この事に関して渡

高柳先生がＮＨＫへ移られた頃については堀井先生自
身が「研究生活３８年の思い出」と題して「佐鳴」44

辺学長は「１０年の軌跡」の中で次の様に回顧していま
す。
「私が初めて当時広沢町にあった研究施設を訪ねたの

号 ( 昭和 46 年 ) の中で次のように記しています。
「はからずも私は残留部隊として学校に残ることに

は昭和３５年 (1960) ４月の学長着任日から暫く遅れて

なった。それまでの高柳先生の赫々たる業績が燦然と輝

５月下旬になってからである。堀井施設長その他諸教官

き、今はその推進力となった優秀な研究員がいなくな

から施設内を案内され、つぶさに研究内容などの説明を

り、放送協会の援助も既に期待できず、放送協会におけ

承ったのである。私はつい先ごろまで東北大学で狭隘な

る本格的なテレビ研究に対抗して浜松高等工業学校にお

研究室と不十分な研究施設で苦労を重ねた経験の持ち主

ける研究室を充実・発展させてゆくのは甚だ気骨がおれ、

であったが、ここ浜松の施設は東北大学の比でないこと

あまり割のよくない仕事だった。うまく行っても当たり

と、しかも教官一同の研究意欲がいかに高揚しているか

前と受けとられ、こんなことで一度は会計主任と予算の

が感じられた。なんとか施設充実への手を打たねばなら

問題から、ひいては研究室の運営に関連して大いにやり

ない、それには部門の増設ならびに付置研究所への昇格

合い、遂には辞める覚悟を決め、安達校長のところへ行

が是非とも必要と考えた次第であった。」と記していま

き辞令を出して申し分を聞いてもらった。このとき校長

す。

先生と高柳先生になだめられて研究室に戻ったが、こん

新設、増設や改組についての概算要求にあたって最も

なタンカを切ったのはこのとき一度だけである。」そし

重要なことは、研究施設時代に挙げた研究成果であろ

て戦後のことについても次のように書いています。「戦

う。それがなければ渡辺学長といえども文部省を説得で
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きないわけで、当時の研究施設には、それに十分に応え

いた。高柳先生のテレビの実験の話も知ることとなり、

うるものがあったということになります。例えば、戦前

浜松高等工業学校に昭和８年４月に入学し、浜松での生

のテレビジョンの研究成果は言うまでもなく、戦後の昭

活が始まった。昭和１０年には、高柳先生がアメリカ

和２４年（１９４９）にイメージオルシコン開発に指針

の RCA のツヴォルキン博士を訪ねて帰国し、アイコノ

を与えた堀井先生の理論解析、西田先生が大奮闘して昭

スコープを作るのに成功していた。昭和１２年同校を卒

和２６年 (1951) にセレンビジコンの試作の成功、研究

業と同時に高柳の電視工学研究施設でテレビジョンの研

施設のテレビ実験局が許可（１９５３）されビジコン

究の研究員として働いた。また、無線のアマチェア局を

の使用、我が国初めての東北電力発電所の工業用テレ

開局して無線通信も楽しんだ。昭和１３年に無線工学専

ビジョン設置への貢献（１９５４）、可視用三硫化アン

修科が設置され電子研究室が中心となって教育養成に当

チモンビジコンの試作完成（１９５７）とその後の赤外

たることとなり、西田も授業の分担担当をした。この当

用ビジコン（１９５８）、Ｘ線用酸化鉛ビジコンの試作

時は日本で最初のテレビジョンの本格的研究の拠点とな

（１９６４）、さらに昭和３８年 (1963) に我が国で最初の

り、最も研究に拍車のかかっていたところであり、技術

半導体 GaAs によるレーザー発光、同年に GaAs 発光ダ

者養成の面でも役割を果たした。昭和１６年に西田は浜

イオードを用いた光線によるテレビジョン信号の伝送実

松高等工業学校に助教授として任用された。この間、ア

験など、堀井施設長時代の研究成果が概算要求への有力

イコノスコープ、イメージアイコノスコープ等の主とし

な評価資料となりえたと思われます。

て撮像デバイスの開発の研究に携わった。戦争中は暗視
用赤外線光電面（S1) を使ったイメージ管を作ったりし

かくして “ 幸運の女神の前髪を掴む ” ことができ、研

ていたが、テレビジョンの研究はできなかった。

究所への昇格を果したのであります！

太平洋戦争によって、浜松市街及び校舎等は灰燼に帰

堀井先生退官記念号である電研研究報告７巻１号
（１９７２）や「１０年の軌跡」に掲載された記事には、

したが、焼け残った広沢町キャンパスの旧応用化学の鉄

研究施設時代に堀井先生と共にテレビの研究に従事した

筋コンクリートの建物で研究が開始された。昭和２４

人々や当時の渡辺学長、桜場学長、高尾所長、西田所長

年、新制静岡大学が発足し、西田は静岡大学助教授に任

らの全員が堀井先生の功績を讃えており、堀井先生の定

用された。戦後、GHQ の占領下にあり、テレビジョン

年退職を惜しんでいます。

の放送がアメリカ方式によって開始され、撮像デバイス

今、電研創立５０周年を迎えて、研究所の建物も施

としては RCA で開発されたイメージオルシコンが使わ

設・設備も当時の電子工学研究施設時代よりも遥かに立

れた。これは月明かりでも撮影できる高感度撮像管であ

派になったが、最も重要なことは主題となる研究テーマ

り、残像も少なく高品質な画像が得られるもので、放送

の選択であろう。これを決めることは誠に難しいことで

用としてはこれが使われた。日本国内でも製作できるよ

ある。先に高柳賞設定の項で触れた堀井先生からお話を

うにと NHK が中心となって研究が進められた。浜松の

伺えた最後の機会となった「静岡大学テレビジョン技術

研究施設では堀井施設長がイメージオルシコンの電子軌

史」の中の座談会で、堀井先生がこの様なことをおっ

道解析等理論的な研究で一翼を担ったが、浜松では、研

しゃっています。
「今は、かつてのテレビジョンのよう

究の柱はセレンを中心とする光伝導効果を利用した撮像

に、このテーマさえ突っ込んで行けば将来必ず伸びる

デバイスの開発に向かっていった。西田らは、昭和２６

と、そういうのは、テレビほどうまいテーマはないよ

年にはイメージオルシコンのガラス管を用い、セレンの

ね」と。こういう意味では、高柳先生が去った後の戦中

光伝導型撮像管、いわゆるビジコンの試作に成功した。

戦後の困難なことが多かった施設時代ではあったが、迷

これは RCA の Weimer が Sb2S3 のビジコンを工業用撮

うことなくテレビジョンの研究に邁進することのできた

像管として実用化した翌年にあたる。当時、日本では

堀井先生は幸せだったと言えよう。

Sb2S3 の良質なものが入手できなかったのでセレンを用
いて実験が行われた。しかし、２７年には Sb2S3 を用い
たビジコンの試作に成功し、独自の改良を加えて実用化

西田亮三先生

出来るまでになった。この撮像管を用いてテレビ放送実
験局を浜松で開局し、電子工学の新分野を開拓し実用化
名誉教授

畑

中

義

に貢献したことに対して NHK から感謝状が贈られた。

式

その後、西田はフィリップスのプランビコンで用いら
西田先生は大正４年５月１日滋賀県長浜に生まれた。
少年の頃よりラジオを作るなど無線技術に興味を持って

れた PbO を硫化して近赤外域に感度を持つビジコンを
開発し、これを実用化して浜松ホトニクス KK に置いて
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商品化した。この撮像管はその後セキュリティ関係、古

元にはロンドン近郊の研究所から私の日本語の論文に対

文書等の透視等科学的用途に使われるようになった。西

してコメントと英訳の了解の手紙が届いていて、日本語

田は、これらセレン、Sb2S3,

の論文が読まれていたことに驚いた出来事があった。こ

赤外線用撮像管の開発を

まとめて博士論文として大阪大学に提出し、昭和 37 年

れが私と西田先生との最初の出会いであった。

大阪大学から博士の称号を得ている。その後、PbO を

博士課程を終えたあと、テレビジョンの研究で伝統の

用いた X 線用撮像管の開発においても大きな役割を果

ある静岡大学電子工学研究所に就職することができ、こ

たし、これを実用化して浜松ホトニクス KK に置いて商

れも全く考えも及ばない導きであった。昭和 49 年 4 月

品化された。

のことである。上記東北大学の上領先生は、自分でステ

昭和３７年工学部附属電子工学研究施設、真空管部門

ンレスのアルゴン溶接をやって見せて下さり、融液の出

の教授となった。また、カラーテレビの時代となりビジ

来具合と溶接の後の紫色の光具合を説明してくださっ

コン型の撮像管の役割が大きく、NHK を中心として新

た。これに対して、西田先生は真空管におけるガラス管

しい撮像管の開発が急務となっていた。西田はアモル

の接続と封じきり、排気の極意を自分からやって見せて

ファスセレンを中心とした光伝導膜の開発の長い経験が

いただいた。これは、共に共通する実技教育の原点であ

あり、これらの研究の考察から、As2Se3 を主とした導

り、私に取って大変魅力的な師弟関係の始まりであっ

電膜の開発を静岡大学が NHK より委託研究プロジェク

た。

トとして受け、開発研究における実質的な主たる責任を

私は遠赤外イメージングの技術を評価されたと思って

果たした。昭和４３年にこの研究は委託研究プロジェク

いたが、西田先生は着任後の研究テーマとしては負電子

トの報告書として提出された。これは後にサチコン開発

親和力のカソードの撮像管への応用研究をやってほしい

の基礎となった。

と言われた。そして、西田先生は東北大学の西沢潤一教

昭和４０年に工学部附属研究施設から大学付置研究所

授に頼み込み、私を仙台の半導体研究所へ派遣して、本

となった。西田はテレビジョン学会及び NHK 技術研究

流の半導体技術を習得させることをした。撮像管の開発

所との連携を大切にして、撮像の分野での技術のアカデ

のテーマではあったが、西田先生はテレビ技術の大きな

ミックな展開に尽力し、企業中心になりがちなテレビ

流れとして真空管から固体化の動きを感じ取り、研究部

ジョン技術の技術者間のオープンな交流に大きな役割を

門名もこの年（４９年）に真空管研究部門から画像電子

果たした。昭和 49 年、西田が研究所の所長となった頃

装置に変更された。そして、真空管組立無塵室は半導体

からの記述は、以下筆者の目から見た西田のこととして

微細加工クリーンルームとして衣替えされた。半導体微

記すこととする。

細加工装置の導入、クリーンルームの改装には半導体研

私が東北大学の博士課程の学生の時だった。私は電

究所でのトレーニングが大きく役立った。翌年、日本電

気通信研究所のマイクロ波分野の研究室（上領研究室）

気 KK で固体撮像デバイス、主として CCD 開発を行っ

で、当時ミリ波かサブミリ波の検出に焦電（パイロ）効

ていた安藤隆男助教授が就任し、これからの研究に対す

果を用いた検出器を研究していて、サブミリ波の 2 次元

る方向付けをした。

検出にパイロ効果が使えることから、強誘電体結晶を極

この頃、博士課程大学院構想が研究所との強い関係で

薄板としてこれに画像を結像し、パイロ効果で発生した

進められることとなって、鴨川工学部長が西田所長と共

電荷を電子ビームで読み出す実験をしていた。丁度、東

にその組織、構成などで綿密な計画を進め、設置構想の

北大学でテレビジョン学会が開催されて、西田先生が研

概算要求が通った丁度その時、昭和５０年１２月鴨川工

究室を訪ねてくださったときのことである。西田先生

学部長の突然の急逝により、博士課程大学院構想、電子

は私の実験を見て、「高速電子読み取りを行っているん

科学研究科の創設の責任が西田の双肩にかかってきた。

ですね、大変面白い。」と言ってくださった。つまり、

鴨川工学部長がいなくなって、工学部を掌握できる立場

ターゲットに入射する電子は高速でターゲットに衝突

にはない西田が、工学研究科の了解を得るのは大変なこ

し、2 次電子を発生してそのバランス点で動作している

とであった。新制大学で初めての博士課程であり、その

ということだった。もしも、その頃の撮像管の常識であ

構成は選ばれた少人数のもののみで構成する組織である

るカソード電位安定点で低速度走査をしていたら、読み

ことから、構成員以外の多数の教員の了解を得るには大

取りはできなかっただろう、ということを感慨深く言わ

変なことであった。このことは、後においても新制大学

れたことを覚えている。そして、丁度その頃ロンドンで

の博士課程のあり方に、常に問題として尾を引いてい

画像入力装置の国際会議があり、遠赤外線用のパイロビ

る。西田は昭和 54 年に定年を迎えることになるが、こ

ジコンの発表があったことを教えていただいた。私の手

れらのことからキャンパスにおいては様々なことで批判
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的な声が強く、定年退官の時の「最終講義」はやらない

して撮像デバイスの側面より書き起こす。

ということで ” ひっそり ” と、定年を迎えた。この年の
３月の終わりは桜の花が満開であった。所長室と高柳記

２．全電子式テレビジョン
高柳健次郎のテレビジョンの研究を行う目標は、画像

念館の前で、手作りの撮像管で記念のビデオ取りを行っ

を撮像・表示するのに全電子式テレビジョンの実現で

た。
NEA 冷陰極の撮像管への応用のプロジェクトは成功

あった。昭和初期においては、表示するのには当時オシ

して、その技術は新技術開発事業団の実用化課題として

ロスコープに使われていた陰極線管（CRT）もしくは

取り上げられ、浜松ホトニクス KK において引き続いて

ブラウン管であったが、撮像の方法はニプコーの円盤を

研究され実用化に成功するところまでもっていけた。昭

回転させて画像を絵素に分解して、走査線という時系列

和５４年西田先生は定年退職し、そののち浜松ホトニク

信号として伝送し、表示画面で再構成して画像を再現す

ス KK の技術顧問として、主として光電面の研究を行っ

るものであった。ニプコーの円盤は機械式であったが、

た。テレビジョン学会及び研究会にはよく顔をだされ

これは最初の暫定的なものとして考えていた。

た。西田先生は永年にわたり、高柳先生のテレビ研究の

高柳は 1930 年（昭和 5 年）あたりから、セレンの光

顕彰活動に尽力し、浜松電子工学奨励会あるいは高柳研

伝導効果を利用した撮像装置の試みを行っており、蓄積

究奨励財団の理事長または理事として活動した。

式撮像装置の特許も 1950 年 5 月に出されて１）、米国特

在職中、西田は自分で外国には一度も出かけていな

許にも優先権を主張していた。しかし、真空技術、周辺

かったが、配下の助教授、助手及び共同研究の者には海

技術の未熟さから成功には至らなかった。1933 年（昭

外の国際会議に出席させ、自分の委任経理金から支出す

和 8 年）RCA のツヴォルキンがアイコノスコープを発

ることを厭わなかった。当時は一回の渡航のために６０

明したことを高柳は新聞により知った２）。高柳は数々試

～８０万円が必要であった。私も助手の時、昭和５２年

みを行っていたが成功しなかったものと近い発想である

初めてロンドンの光電イメージング国際会議に出席させ

ことを知り、矢も盾もたまらず、アメリカ渡航を決意し

ていただいた。さらに、退職後においても、浜松ホトニ

て昭和 9 年 6 月から 10 月、船と大陸間鉄道を乗り継ぎ、

クス KK を通して、委任経理金を毎年届けて下さり、研

ニュージャージー州の RCA 研究所を訪ねた。一方、ツ

究支援を行っていただいたが、これは、駆け出しの若い

ヴォルキンは特許において、高柳をよく知る間柄であっ

研究者に取って大変有難く忘れ難いものである。

た。旧知の友として高柳は受け入れられ、アメリカにお

７０歳を迎えて、浜松ホトニクス KK を引退し、これ

ける組織的チーム研究の利点と高い製作技術を学び取

からは奥様と旅行に出かけようと楽しみに話されていた

り、日本に帰ると早速、研究室の研究体制を改革して

のを覚えているが、ちょうどその矢先に、学校近くの路

いった。

上の交通事故で亡くなられた。返すがえすも残念でなら

高柳は独自の技術をも加えて、1935 年（昭和 10 年）

ない。高柳先生から「亮天功」の色紙を頂いて掲げてお

アイコノスコープの製作成功を果たし３）、全電子式テレ

られたが、西田先生は、京都山科の一灯園を創設した西

ビジョンの成功を成し遂げた。同年に電気的飛越走査方

田天香の血縁とも聞いている。生涯、他人に尽くすこと

法も発明し４）、電子式テレビジョン方式を不動のものと

をモットーとされていたお人柄のように思い返される。

していった。1937 年（昭和 12 年）テレビジョンの研究
は日本の国策事業としても取り上げられることとなり、
高柳は日本放送協会（NHK）に移りテレビジョン開発

ビジコン型撮像管の開発

研究を統括することとなったが、浜松においてもテレビ
研究が継続してできるように特別に配慮され電視研究施

名誉教授

畑

中

義

式

設は存続することとなった。堀井隆教授をヘッドとして
浜松においても研究が続けられた。この時、テレビジョ

１．まえがき

ンに関する特許権を NHK に譲渡することで、文部省傘

ビジコン型の光伝導効果撮像管の研究は高柳健次郎先

下の財団（現在の浜松電子工学奨励会）が設立され、以

生の全電子式テレビジョンの研究の当初に遡ることとな

後の経済的に困難なとき様々な形でテレビジョン研究を

るが、光伝導効果型撮像管の所謂ビジコン型が主流と

支えた。1941 年（昭和 16 年）のオリンピックをテレビ

なったのはカラーテレビジョンの時代となってからであ

ジョン中継する計画のため研究が強力に推進されたが、

る。このことを記述するのに、研究の前史として、昭和

昭和 14 年ころより戦雲急を告げ、16 年には電子研究室

初期からの電視研究施設時代のテレビジョン研究の主と

では半導体ターゲットを用いたデバイスやイメージアイ
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コノスコープの試作研究に成功するまでになっていた

ら認められていた真空管部門、回路部門、材料部門の３

が、太平洋戦争に突入して、戦争終了の 1945 年（昭和

部門として出発したが、その研究の柱として、次世代の

20 年）まで、テレビの研究は殆どストップした。こう

光伝導効果を用いた新しい撮像管の開発を行った。昭和

した中で研究は軍用の暗視イメージ管の試作などに限ら

26 年（1951 年）に RCA では Sb2S3 ビジコンが開発され

れた。世界的には、ツヴォルキンのアイコノスコープ発

たが ７）、電子工学研究施設においては、1951 年（昭和

明のあと、光伝導効果を用いた撮像管の試作研究が進め

26 年）にはセレンを用いた光伝導効果を用いた撮像管、

られ蓄積型ビジコンタイプの撮像管の研究もなされてい

いわゆるセレンビディコンの作成に成功している８）。こ

た５－６）。

の開発には真空管部門が主として開発研究の役割を担っ

第二次大戦後、焼土と化した日本国のスタートはラジ

ていた。静岡大学におけるビジコン型撮像管は西田が主

オ放送であったが、浜松高等工業学校の電子工学研究施

として研究を主導し研究成果は、大阪大学に提出された

設では、テレビジョンの研究がスタートした。高性能

西田の学位論文として残されている９）。

の撮像管としてイメージオルシコンが RCA により開発

西田は最初、Sb2S3 の良質なものが得られないことよ

され、実用化していたが、1949 年堀井教授はその動作

り、セレン整流器の製造に使われていた良質のセレンを

解析を研究論文として発表した。1952 年（昭和 27 年）

入手して実験を行った。アモルファスセレンの光伝導効

NHK がテレビジョンの試験放送を始め、この時、テレ

果を利用した撮像管は良好な画像の得られるものでは

ビジョンの方式はアメリカと同一の方式が採用された。

あったが、赤色の感度に欠けており、３５℃以上で結晶

1953 年（昭和 28 年）には本放送を始めた。この時、放

化が進み画面に欠陥が現れ、長持ちしない欠点を持って

送用撮像管としては、アメリカ RCA で実用化されてい

いた。西田はセレン (Se) にテルル（Te）を混合するこ

たイメージオルシコンが使われた。NHK もイメージオ

とで赤色感度の向上を試みたが、この時点では大きな改

ルシコンの国産技術として製作を行うこととなり、新制

善はなかった。更に、硫化ゲルマニュウム（GeS）とア

大学として発足した工学部付属の電子工学研究施設もこ

モルファスセレンの二重層ターゲットの構造とすること

れに協力した。イメージオルシコンは複雑な電子軌道を

で赤色感度を持つターゲットを作り出したが、セレンの

巧に操作して画像を読み出すもので、電子軌道の解析・

もつ欠点としての結晶化による寿命の問題を克服できな

電極設計には特別の技術を必要とし、堀井隆教授が貢献

かった。RCA で開発された Sb2S3 ビジコンは暗電流の

し、イメージオルシコンの試作も行われた。

大きいこと、残像の大きいこと、焼付き現象のあること

1956 年（昭和 31 年）カラーテレビジョンの試験放送

等の欠点を持ってはいたが、可視光の領域で分光感度と

がなされ、1960 年（昭和 35 年）には本放送がなされる

してバランスの良い撮像特性が得られ、工業的な用途

こととなり、放送用の撮像装置ではイメージオルシコン

には使用可能なものとなっていた。後に、西田はこの

を RGB として３本使用したカメラが使われた。これは

Sb2S3 の良質なものが入手できるようになり、さらに、

大変大きなもので、かつ、３本の動作の調整が大変複雑

蒸着方法を工夫して、感光層の構成を高真空中で蒸着し

で難しいものであった。以前より、1950 年に、光伝導

たガラス状の密な層とアルゴンガスを導入した低真空中

効果を用いた撮像管が RCA の Weimer らにより三流化

で蒸着したポーラス層との複合層として、光感度を保持

アンチモン（Sb2S3）を用いたものをビジコンという商

したまま、ポーラス層で膜厚を確保することにより、光

７）

品名で 1950 年発表されていた 。これは、工業用の監

伝導ターゲットの実効キャパシタンスを減少させ、残像

視カメラなどに使われていたが、残像が大きいことのた

の低下と画像品位の向上を成し遂げた。その時の撮像管

めに、放送用には不向きとされていた。カラーの時代と

のターゲット電流特性（図１）と撮像画面（図２）であ

なって光伝導効果を用いた撮像管の単純な構造の利点が

る。人物像の顔が黒くならずバランスのとれた画面が得

大きく見直されるようになった。このような状況で、オ

られた。

ランダのフィリップス社から PbO を光伝導光電面とし

1952 年 ( 昭和 27 年 ) にはビジコンを使ったテレビジョ

たプランビコンが商品化され、カラーテレビカメラに用

ン送信装置の免許を受けて浜松地区にテレビジョンの電

いられることとなった。しかし、プランビコンにもまだ

波を発射し、その記念式典当日 NHK から、電子工学の

赤色感度不足と赤色残像に欠点を残していた。

新分野を開拓し実用化に貢献したことに対して、当研究
施設へ感謝状が贈られた。この開発されたビジコンは発
電所等の実用監視カメラとして用いられ、テレビカメラ

３．ビジコン型撮像管の開発
時代的には少し遡ることとなるが、新制大学となった

の国産化に多大の貢献をした。Sb2S3 は単体の V-VI 半

静岡大学の工学部附属の電子工学研究施設では、従来か

導体で、真性のアモルファス半導体として抵抗率は高く
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かつ光感度領域は可視光の領域をカバーしており、光伝

れる状況となり、静岡大学工学部附属電子工学研究施設

導効果型の撮像管として都合の良いものであった。しか

及び工学部の関連する研究室が一体となってこの開発の

しながら、暗電流は割合大きく、膜に高い電界を印加す

一翼を担うこととなった。当時の施設長の堀井隆教授を

ることはできず、光伝導の残像、及び焼き付きの未解決

リーダーとして、アモルファスセレンをベースとして赤

の問題を持っており、カラーテレビジョンに用いるには

色感度の補強のためにいろいろの試みがなされていた

不十分なものであった。カラーテレビジョン前の時代の

が、As2Se3 を用いた撮像管の開発を特別事業として行

工業用白黒テレビとしてとしての研究の昭和 26 年から

うこととなった。これは、後に NHK と日立製作所が開

の 10 年に亘る研究であった。

発した撮像管サチコンの開発の基礎ともなったものであ

1954 年（昭和 29 年）電子工学研究施設に電子物理部

る。材料に関する研究では山田祥二教授、萩野實助教

門が増設され半導体物性研究が補強された。その後、電

授、喜多尾道火児助手、また、工学部の三橋広二教授

子工学研究施設にはさらに 1961 年（昭和 36 年）半導体

（後に電子工学研究所教授）、野上稔助教授が研究を分担

部門が増設され、光半導体（GaAs 等）の研究が推進さ

し、As2Se3 の単結晶を作成し基礎的物性的な研究を実

れた。さらに、1962 年には超高周波部門が増設される

行した。撮像管の作製、測定においては西田亮三教授、

こととなった。

堀井隆教授、岡本忍助手、清水洋美助手が研究を分担し
た。
As2Se3 撮像管開発に関することは委託研究報告書に
記されている１０）。

その記述を要約すると次のような

ものである。
[ 結晶成長

物性 ]

As2Se3 は溶融状態から徐冷すると、殆どの場合アモ
ルファスとなる。真空中で加熱するとき 390℃以上の高
い温度で As2Se3 の昇華したものが 320℃近辺の低い温
度の部分に析出し数ミリ程度のリボン状の結晶が得られ
ることを見出して、単結晶の製作を行い、これを解析し
た。As2Se3 は層状結晶で単斜晶系に属し格子定数も求
められた。これは、板状単結晶でも極めて弱い力で曲げ
られ元に戻らない、層間の結合が極めて弱い層状結晶で
あることがわかった。
通常使用されるのはほとんどがアモルファスのもので
あり、溶融状態から冷却することによりアモルファスの
As2Se3 が作られ、これを切り出して物性的な研究がな
された。吸収端は 750~800nm であり、光伝導効果の感
度の最大点は 750nm ～ 800nm で基礎吸収端の位置と一
致する。伝導機構は温度により大きく影響を受け 330K
以上では周波数に依存しないが低温領域では周波数に依
存して導電率は増加するホッピング伝導に支配されるこ
とが見出された。これらのアモルファス物性の研究では
電子物理部門の山田祥二教授、喜多尾道火児助手が貢献
した。
[ 接合形成 ]
ネサ電極（SnO2）, アルミミュウム（Al）、金（Au）
、

４．アモルファス As2Se3 撮像管開発
光伝導効果型光半導体として PbO を用いた撮像管プ

白金 (Pt) 等の信号電極と蒸着したアモルファス As2S3 の

ランビコンをオランダのフィリップス社が開発し、これ

接触を調べると、仕事関数の小さい前者ほど界面での障

が、カラーテレビ用として実用になっていたが、まだ

壁形成が大きく Au,

全てが解決されたものではなかった。NHK を中心とし

ことがわかった。これは As2Se3 がｐ型半導体であるこ

て放送用の光伝導効果を用いた撮像管の開発が急務とさ

とであり、撮像管では、信号電極を正の電位として使用

－ 49 －

Pt ではほとんどオーミックに近い

することから、信号電極からのホールの注入を阻止する

は「世界に先駆けたテレビの研究を先導した」ことか

構造が必要となる。このために、ｎ型半導体として知ら

ら、文部省の大学付置静岡大学電子工学研究所としての

れている硫化カドミューム（CdS) と As2S3 のヘテロ接

格付けで新たなスタートをした。

合が調べられた。単結晶 CdS と蒸着 As2S3 の接合は n ー
p 接合として電極からのホールの注入が抑えられた。こ

５．不可視光線用撮像管

の時、CdS 単結晶は昇華法で作られたフレーク状のも

[ 赤外線用撮像管 ]

のが使われ、小さなエレメントの実験はできたが撮像管

赤外線の領域の画像入力装置としては、感光面として

用の面積にはならなかった。さらに、光電面用の大面積

外部光電効果として銀セシュウム光電面が用いられてき

化のために CdS の蒸着膜を使ったものも調べられたが、

たが、1.2 μｍが限界波長であり利用できる赤外線の領

これは良い接合は得られなかった。

域が狭く、感度も低いものであった。これに対して、内

[ 蒸着膜

部光電効果の硫化鉛（PbS）などの光伝導物質は、はる

ブロッキング特性 ]

蒸着膜としての As2Se3 を主体として、電極よりの

かに限界波長が長く、３μｍ以上にも達するものが多く

ホール注入阻止のために Al 電極における Al2O3 の極薄

ある。しかし、一般的に抵抗値が低いものしかなく光伝

層を有する電極の強い障壁形成の得られることを積極

導型撮像管に利用できるものはなかった。これを撮像管

的に検討し、光の透過特性を考慮して Al 電極の代わり

の光電面に利用することができれば能率のよい赤外線像

にネサ膜上にワイドギャップの SiO, MgF2, CaF2, CeO2

変換装置を作ることが出来るというので、静岡大学電子

などいずれかの 10~50nm の極く薄い絶縁膜を挟んで

工学研究所に置いて、西田らによって赤外線用ビジコン

As2Se3 をつけ、As2S3 半導体との間のブロッキング特性

の開発が行われた。

が確かめられた。絶縁層としては、これらの中で CeO2

ドイツの K.Frank らによって 1949 年に報告された高

が最もよい安定した特性を示し、撮像管のターゲット作

抵抗赤外線用光伝導層の研究があった１１）。これは一酸

成に用いられることとなった。

化鉛をアルゴン雰囲気の 6x10-3 Torr の低真空中で蒸着

[ 撮像管 ]

し、ポーラス的 PbO 層を作成して、これに硫黄の蒸気

As2Se3 を用いた撮像管は分光感度特性としては良い

を作用させて硫化処理を行って PbO 層の表面層を硫化

ものの、暗電流、残像特性、焼き付き特性など解決すべ

鉛（PbS) に変換したもので、等価的な暗抵抗は 1011 ～

き問題があった。これに対してネサ電極上に極薄絶縁層

1012

を有するブロッキング構造を導入し、さらに緻密な半導

のであった。

体ガラス層とポーラスな半導体層の組み合わせでトータ
ルな静電容量を適正化するというターゲット構成を開発

ohm-cm 程度で撮像管に利用することができるも

1958 年（昭和 33 年）西田らは赤外線ビジコンの第１
報を、更に 1959 年にテレビジョン学会誌に詳細を報告

した。その一例は次のようなものであった。
ネ サ 透 明 電 極 /CeO2(1.1kHz)/Se(G)(2.5)/As2Se3(G1)(2.5)/
As2Se3(P)(0.38)/As2Se3(G2)(8.2)
各層の厚さは具体的な膜厚ではなく、モニターで使っ
ていた水晶振動子の周波数で表している。G はガラス状
の層で P はポーラス状の層である。膜厚はトータルと
して数μｍであった。さらに、焼き付きの改善のため
に Se 層を挿入すること、及び As2Se3 層内にタリュウム
（Tl) を添加する効果及びテルル（Te）の添加効果につ
いても種々検討された。
これらの研究は、NHK と日立製作所で開発された撮
像管、サチコン（Se-As-Te

非晶質ターゲット）開発
している１２）。上記 Frank らと同じような手法で光電面

の基礎として貢献した。
1963 年（昭和 38 年）には GaAs 光ダイオードによる

を作成し、分光感度特性は可視部においても感度をも

テレビジョンの伝送実験に成功し、また、1964 年には

ち、ピークはプランブコンと同じように 550nm であっ

走査線 1000 本のテレビジョンを 3:1 の飛越走査で高精

た。赤外部は割と平坦な感度を持ち、波長１μｍを１と

細度テレビの先駆的実験（HD-TV）に成功している。

するとき 2.4 μ m で 50% となる特性であった。それ以

1965 年（昭和 40 年）工学部附属の電子工学研究施設
－ 50 －

上は分光器の関係で測定されていない。この赤外線用の

ビジコンではアイロンや半田ゴテの加熱映像が撮像でき

の E.S.Kohn らによってｐ / ｎダイオードからの電子放

た（図 3）。

出について発表され、A.D.Cope らによって、撮像管の

この赤外線ビジコンは、その後浜松ホトニクスにおい

カソードとしての応用研究が発表されていた。本研究所

て製品として商品化され、近赤外線の映像カメラ用とし

では応用物性部門の萩野實教授、宮尾正大助手、界面プ

て使われ、暗視セキュリティカメラとして、また、古文

ロセス部門の助川徳三教授、田中

書、古仏像の透視像を調べるための赤外線カメラとして

置部門の西田亮三教授、畑中義式助手が本開発プロジェ

使われた。

クトを行った。本研究での新規なところは GaP を用い

昭助手、画像電子装

[PbO を用いた X 線用撮像管 ]

たｐ／ n ダイオードからの電子放出をさせるもので、

1964 年（昭和 39 年）、プランビコンで用いられてい

シリコンよりは表面の電子親和力の負性値を大きくでき

る PbO を用いた可視光用の撮像管の試作に成功してい

ることから、安定したカソードを実現できることを意図

た。これは Sb2S3 を用いたものよりも格段に残像及び焼

したものであった。

き付きの改善が確認された。しかし、西田らは、PbO

研究のスタートにおいて、NEA 用の GaP ダイオード

を用いた撮像管の用途として、PbO の X 線に対する吸

は出来ていないので、撮像管の研究としては、まず、シ

収係数の割合大きいことに着目し、X 線用の撮像管とし

リコンを用いた NEA カソードを作製する追実験をする

ての利用に目標を定めて研究が進められた。

ことを通して、クリーンルームの整備、半導体微細加工

PbO は空気中で変質するために、蒸着により作成さ

装置全体の立ち上げと、デバイス製作プロセスを纏め

れた光電面は真空中に保持されなければならないことよ

上げた。即ち、シリコン NEA ダイオードの製作のため

り、その物性的詳細は明らかにされておらず、また、そ

に、酸化炉、拡散炉、気相エピタキシャル装置等とマス

の製作には特別の工夫が必要とされた。西田らは、製作

クアライナー等微細加工装置とを組み合わせて、デバイ

工程において、撮像管の第二陽極、所謂ウオールアノー

ス製作を行った。これらのことを遂行するために西田教

ドとメッシュ電極はカソード側にスライドさせて、光電

授は、あらかじめ、畑中を東北大学の西沢潤一教授の下

面製作の空間をつくり、PbO は真空排気の熱過程の後

に派遣して、仙台の半導体研究所において技術習得をさ

で側管より PbO ボートをスライドさせて光電面直前か

せた。このことを通して、半導体における微細加工を伴

ら蒸着を行い、そののち PbO ボートをスライドバック

う研究が電子工学研究所において遂行できる基礎となっ

させて、ガラス側管を封じきった。管全体の完成後にお

た。

いて、第二陽極、メッシュ電極をスライドさせて、メッ

シ リ コ ン NEA ダ イ オ ー ド は プ ロ ジ ェ ク ト ２ 年 目

シュが光電面直前に来るような配置にし、この特別の工

1975 年に RCA の追試実験として確認され、シリコンの

夫を行った製作工程によって成功した

１３）

。

NEA 表面の実証と共に、清浄表面の実現のために必要

1965 年（昭和 40 年）X 線用ビジコンの試作に成功し

な多くの技術が得られた。３年目には GaP を用いたダ

た。この X 線用の撮像管は特に、高解像度の軟 X 線用

イオードを撮像管のカソードとして装着して、撮像管の

として有用性が認められて、新技術事業団の開発課題

動作特性の実証、ことに残像特性の改善の実証のために

として取り上げられた。軟 X 線用の入力窓としてベリ

実験が遂行された。当時最高レベルの光電面として「サ

リュウム（Be) の面板を用いた撮像管が作られ、さらに

チコン」光電面を NHK 技術研究所の好意により提供を

大口径の５インチの撮像管も作られて、浜松ホトニクス

受け、これを用いて残像特性改善の実証を示した。通常

KK で商品化された。

の熱カソード電子ビームでは４０００K のビーム温度
であるものが、この NEA カソードでは６００K にでき

６．NEA 冷陰極撮像管の研究

たこと、残像の大幅な改善が達成され、IEEE の ED 誌

1974 年（ 昭 和 49 年 ） か ら ３ 年 間、 負 電 子 親 和 力

に掲載された１４）。この事業は新技術事業団の実用化課

（NEA）カソードの開発とこれを撮像管の電子銃に応用

題として取り上げられる事となり、引き続いて浜松ホト

する研究が文部省の臨時事業として認められ、また、そ

ニクス KK と実用化研究が続けられ、新規な GaP-NEA

の時、特別設備として半導体微細加工装置が導入される

コールドカソードとして 1979 年（昭和 53 年）に実用化

こととなり、撮像管組立の無塵室は半導体用のクリーン

が成功した。この時代は NHK が主導していた高品位テ

ルームとして改装され、マスクアライナー等微細加工の

レビ（HD-TV) がハイビジョンテレビとして実用化に移

機器が導入された。この時、真空管研究部門は画像電子

される時期と重なっており、高度な撮像デバイス技術と

装置部門に名称変更された。

して期待された。

単結晶シリコンを用いた NEA 冷陰極は 1973 年 RCA

－ 51 －

（現浜松ホトニクス）が担当し、CdTe 層は高周波スパッ

７．アモルファスシリコン、CdTe-X 用撮像管の研究
[ アモルファスシリコン撮像管 ]

タリング法により作成された。バイアス電圧の方向に対

上記、撮像デバイスとして NEA 冷陰極を付けると

して、明確な順方向と逆方向の特性が現れ、CdTe の X

き、超高真空を作らなければならないが、加熱プロセ

線に対する感度では高い感度が得られ , 解像度において

スなしに超高真空のデバイスを作るのは非常に困難な

も高い解像度が得られた。しかしながら、逆方向バイア

ことであった。従来の撮像管、ことに「サチコン」は

ス電圧、即ち、撮像管のターゲット電圧は、高い電圧に

１００℃以下に保持しなければならないことに製作上の

おいて逆リーク電流の増加があり、高いターゲット電圧

困難性を抱えていた。

がかけられなかった。

1969~1970 年頃、水素のグロー放電中で作成されたア

CdTe に対するヘテロ接合として CdS は長い歴史が

モルファスシリコン（ａ－Ｓｉ）はシリコンのダングリ

あり、太陽電池分野でも使われていることより、バンド

ングボンドが水素で終端され、良質の半導体として取り

ギャップ 2.4eV の CdS を正孔阻止層とすればより強い

扱える、いわゆる、ｐ型ｎ型のドーピング制御ができる

阻止効果が得られることを想定し、CdS/CdTe のヘテ

半導体として登場し、太陽電池応用に国家プロジェクト

ロ接合による X 線撮像管の製作に切り替えた。CdS 及

も始動していた。太陽電池としてａ－Ｓｉは移動度が小

び CdTe はスパッタリング法で形成し、取り扱いの容

さく太陽電池としては苦しいところがあったが、一方、

易さから電子注入阻止層はしばしば撮像管で用いられる

撮像デバイスの光電面としては解像度の面で好都合であ

Sb2S3 とした１７）。これは、殊のほか良好な撮像特性が得

り、また感度領域は視感度と適合していた。さらに、ａ

られて、新技術事業団の実用化課題として取り上げられ

－ S ｉは２００℃程度までの安定性と丈夫さがあった。

るところとなり、浜松ホトニクス KK において実用化研

これらの背景から、撮像管の光電面及び一般的な画像

究が続けられ、1988 年（平成 3 年）高感度・高解像度

入力装置の光電面のためにａ－Ｓｉの研究をスタートし

X 線用撮像管「レイビコン」として商品化された。

た。NHK の放送文化基金の助成を受けて、グロー放電
薄膜とスパッタリング薄膜を連続して作成できるｐ / ｎ

８．X 線ガンマ線固体画像検出装置

接合を用いたａ－Ｓｉ光電面を製作した。しかしなが

高エネルギーの放射線領域では、エネルギーの大きさ

ら、良質な薄膜を得るためには堆積スピードが極めて遅

と量を計測する手法として、光子一つ一つを計測する

く、撮像デバイスの光電面として静電容量の適正化のた

フォトンカウンティング法が取られている。この方法に

めに、厚い薄膜を作成することは、かなり困難であっ

適合するのは、固体中で発生した電子正孔がそれぞれに

た。さらに、この時代は、固体撮像デバイスが普及を始

良好に走行できる単結晶を用いたデバイスに勝るものは

めており、CCD デバイスを中心として高品質な固体デ

ない。高エネルギー放射線ことにガンマ線は、質量数の

バイスが供給されるようになってきていたので、可視光

大きな原子で構成された材料において吸収が大きい。半

領域での撮像管用途はハイビジョン用の高品質のものに

導体デバイスとしての動作はバンドギャップをある程度

限られる状況となっていたので、可視光用撮像管開発と

大きく確保する必要性から、II-VI 族、または I-VII 族の

しては続けることはなかった。

半導体が取り上げられる。デバイス製作工程の容易さ、

[X 線用 CdTe 撮像管 ]

及びこれまでの基礎研究の基盤の上に CdTe 単結晶を用

ａ－Ｓｉはドーピング制御ができることから、様々な

いて研究を行った。CdTe の pin ダイオード構造をした

結晶材料とのヘテロ接合の形成、即ち、電子注入阻止

微小検出器を配列して、イメージングの目的に対応させ

層、正孔注入阻止層としての応用が検討された。単結晶

る固体画像検出器を研究の目標とした。特別設備費とし

シリコンとａ－Ｓｉ接合におけるエネルギーバンドの不

て MOCVD 装置とエキシマレーザ装置が設備されるこ

連続の詳細については博士課程の三村（現電子工学研究

ととなり、i 型 CdTe の上に MOCVD 法により、ヨウ素

所教授・所長）が取り組み、ａ－Ｓｉと単結晶シリコ

添加の CdTe をエピタキシャル成長してｎ型 CdTe を正

ンとのヘテロ接合形成の基礎を示した。その後、GaAs,

孔阻止層としてつけた。この MOCVD の立ち上げに博

Ge 及び CdTe についても画像デバイスとの関連におい

士過程の青木（現情報学部教授）が担当した１８）。また、

て、ａ－Ｓｉとのヘテロ接合の研究が進められた１５）。

エキシマレーザ照射による新しい試みとして、レーザー

これらの中で、CdTe は総合の質量数も大きく、X 線

ドーピング技術を開発した。これは、インジューム In

吸収係数も大きい。そこでｎ型ａ－Ｓｉを正孔阻止層、

を表面に薄く蒸着しておいて、エキシマレーザを照射す

CdTe を感光層とし、ｐ型ａ－Ｓｉを電子注入阻止層

ると表面温度が溶融温度まで上昇し、そのあと急速に再

とする撮像管が作成された

１６）

。これは修士過程の富田
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結晶させる。このとき、大量に In が取り込まれてｎ型

層が形成される。このようにして、正孔阻止層を形成す

TheVidicon Photoconductive Camera Tube

る方法も確立して、レーザによる微細加工と合わせてイ

Electronics, 23, 70-73 (1950)

メージングデバイスに応用できることが示された

１９）

8) 堀井、西田：試作 Vidicon の実験：テレビジョン

。

学会月報５、8-9

2002 年から文部省の知的クラスターのプロジェクト

(1951)

9) 西田亮三 「テレビジョン撮像管ビディコンの製作

がスタートすることとなり、その中の開発課題の一つと

に関する基礎的研究」大阪大学

して、この X 線ガンマ線固体画像検出器の開発が取り

博士論文

10) 委託研究報告書：As2Se3 撮像管の開発 , 昭和 43

上げられ、浜松ホトニクス KK とも連携しフォトンカウ
ンティング方法による X 線ガンマ線画像検出装置の開

年 9 月及び昭和 45 年 1 月

発が行われた。

11) K.Funk et al：Uber ein Verfahren zur
Herstellung lichtelektrisch wirksamer Schichten

９．おわりに

von sehr hohen Widerstand mit PbS

ビジコン型撮像管は 1990 年代となって、固体撮像デ

alsultrarotempfindlichen Halbleiter, Zs. Phys.

バイスに置き換えられ、カメラの小型化が進み、イン

Vol.126 377-382 (1949)

ターネットなどの入力デバイスとして固体撮像デバイス

12) 西田 , 岡本：赤外線用ビジコン（第１報）電気四学

は機能的なデバイスとして進化を遂げている。しかし、

会東海支部大会文集 65(1958)、堀井、西田、岡本：

シリコンの酸化膜を巧みに用いた MOS 構造デバイス

赤外線用ビジコン、テレビジョン学会誌 13 巻

は、高エネルギーの放射線環境において損傷をうけて使

530-534 （1959)

用できなくなるという事態が明らかになってきた。宇宙

13) 西田、岡本：X 線用ビジコン、テレビ誌

20

における利用、原子炉等の放射線環境下での撮像の必要

192-198（1966) 軟 X 線用ビジコン（Be ﾌｪｰｽﾌﾟﾚｰﾄ

性が高くなり、ビジコン型の撮像管においては放射線の

使用）テレビ誌 22

影響が少ないことから、放射線環境下のロボットに目と

100-107

(1968)

14) Y.Hatanak et al: Camera Tube with NEA cold

して役割が果たせそうなことも、最近の話題である。

Cathode, IEEE Trans. ED-28 72-76 (1981)

ここでは、記載できなかったが、NHK と日立で開発

15) H.Mimura et al: The Use of amorphous-

された光伝導効果撮像管サチコンは、アバランシェ増幅

crystalline silicon heterojunctions for the

を用いた HARP ビジコンとして、極限的な科学目的に

application to an imaging devices, J. Appl. Phys. 61

利用され続けて行くデバイスと思われる。

p2575 (1987), Mimura et al:Energy band discontinuity
in a heterojunction of amorphous hydrogenated and
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「高木先生について－材料研究室の思い出－」

在の電気化学会の前身）においても活躍しておられまし
た。写真２は 1970 年 5 月に学士会館で開催された電気

名誉教授

中西洋一郎

化学協会講演会の会場での高木先生，中野先生と私の写
真です。私が初めて学会で発表した記念すべき写真で

電子工学研究所は 1965 年 4 月にそれまでの「工学部

す。一方で，1950 年にウェスティングハウス (WH) 社に

附属電子工学研究施設」から格上げされて「静岡大学附

より開発された蛍光体粉末を用いたエレクトロルミネッ

置電子工学研究所」としてスタートしました。理工系で

センス (EL) デバイスに刺激されて 1958 年 2 月に日本学

は新制大学として初めての「附置研」とのことでした。

術振興会・エレクトロルミネッセンス第 125 委員会が設

髙柳健次郎先生の偉大な業績と，髙柳先生の薫陶を受け

立されました。高木先生も粉末および薄膜蛍光体を用い

た諸先輩のご努力の賜物でした。同年 3 月までは現在の

た EL 素子の研究も行われ，学振においても何度も研究

「西部協働センター」の場所で研究をしていて，4 月か

発表されました。但し，学振における発表は 1965 年以

ら新築の現在の場所に移動しました。私は同年 3 月に工

前，つまり研究所が附置研になる前で，附置研になって

学部電子工学科を卒業し，修士課程への進学を希望し，

からは上述の蛍光体同学会，電気化学協会や日本化学会

高木研究室でご指導いただくことになっておりましたの

が中心でした。以上のように，定年を迎えられるまで自

で，早速高木研究室の引っ越しのお手伝いをいたしま

ら先頭に立って実験を行うと共に学会や研究会で発表さ

した。私は前の場所に行ったことがありませんでしたの

れました。そのような先生の姿勢に刺激されて 1967 年

で，お手伝いの時に初めて研究室を拝見しました。何と

に助手に採用していただいた私達や学生諸君も夜遅くま

なく薄暗い感じの建物で，ですがここが我が国の電子式

で実験を行いました。私自身高木先生の下で実験の重要

テレビの発祥の地であったことを思うと，大変感慨深い

さ教えられ，学生にもそのことを教育してきました。
私自身の研究については詳細は別のところで述べます

ものがありました。
一方新築なった附置研の建物は鉄筋コンクリート 4 階

が，1967 年に助手に採用していただいてからは，電子

建ての近代的な建物で，いよいよここで附置研としての

線励起用蛍光体の他に，高木先生の命により上述の蛍光

研究がスタートしました。スタート時の研究所の構成

体粉末を用いた EL，薄膜蛍光体の作製についての研究

は，電子物理部門，半導体部門，真空管部門，回路部

を重点的に行いました。粉末 EL の特性が WH 社が提

門，超高周波部門，材料部門の 6 部門制でした。高木研

唱した照明用途に適合するほどの特性が得られず，且つ

究室は材料部門でした。勿論部門長は高木克己教授で，

寿命特性にも問題があると言うことで，研究は衰退の傾

その下に中野栄一助教授，真砂健二助手，古根村賢之輔

向にありました。同時にその頃 GaAs レーザや Si デバ

技官，鈴木佳子技官，技術補佐員の椎葉至氏と小野田泰

イス等の研究が話題となり，学振の方も 1965 年に「光

之氏，それに修士の学生が私を入れて 2 名 , 4, 5 名の卒

電相互変換第 125 委員会」に名称が変更されました。そ

研生という構成でした。写真１は材料部門の構成員の写

のような状況の下，私は印加電圧の周波数に依存しない

真です。私が助手 2 年目の時の写真です。髙柳プロジェ

青色発光の粉末 EL デバイスの作製を目指し，1980 頃

クトでは，高木研究室は主としてテレビの画像表示に使

に成功しました。しかし，高輝度は得られませんでし

うブラウン管用蛍光体の研究を行っていました。従いま

た。その頃，Bell 研から薄膜 EL 素子作製の論文が発表

して，材料部門でも主たる研究の対象は電子線励起用蛍

され，高木先生がそのことを視野に入れて，薄膜蛍光体

光体でした。我が国のテレビの本放送は 1953 年で，そ

の作製を考えられたのだと思います。高木先生は化学系

の時は白黒テレビでした。カラー放送は 1960 年に開始

の研究者ですので，発表等も化学系が中心でした。です

されました。しかし，カラー放送当初のカラー表示の画

ので，当初は私も電気化学協会等の学会に連れて行って

質は余り良好ではありませんでした。最大の理由は赤色

いただいたのですが，一方で，応用物理学会で II-VI や

蛍光体の特性が良くなかったことです。そのよう状況の

III-V 化合物の物性やデバイスの研究発表が盛んに行わ

中で，材料部門では赤色蛍光体の開発を中心として，緑

れるようになりましたので，高木先生のご了解をいただ

色，青色蛍光体についても特性の改善を目指して研究を

いた上で，私は応用物理学会を中心に研究発表を行いま

行いました。静岡大学はテレビの研究に関しては先進の

した。

大学でしたので，蛍光体の研究についても高木先生は数

ところで，高木先生は大らかで明るく，よくコンパを

多くの成果を出しておられ，1941 年にスタートした蛍

行い，学生や我々と一緒にお酒を飲んで楽しく過ごした

光体同学会という研究会（今でも続いています）におい

り，年に一度は研究室の旅行に出かけたりしてくれまし

て中心的な存在のお一人でした。また電気化学協会（現

た。写真３は研究室旅行の時の写真です。私が助手に採
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用されて 2 年目の秋でした。
高木先生在任中の研究について述べておきたいことが
あります。一つの目標の向かっての研究所挙げての連携
した研究です。テレビジョン開発における髙柳プロジェ
クトの再現と言えなくもありません。上にも述べました
ように，電研発足当初は我が国のテレビジョン関連の研
究のメッカの一つでした。特に，ブラウン管を中心とし
たディスプレイや撮像管については有名でした。当時テ
レビの撮像管がイメージオルシコンから次第に小型化さ
れて，サチコンとかビディコンという名称の新しい撮
像管が開発されつつありました。撮像管の性能を決め

写真１

材料部門構成員の写真 (1968)

写真２

電気化学協会講演会の会場で

るのは光電変換膜で As2Se3 薄膜等が研究されていまし
た。そこで，電研全体が高性能のビディコンを開発する
ために取り組みました。電子物理部門では As2Se3 単結
晶を作製し，真空管部門では，As2Se3 光電膜の光電特
性を評価したり，各研究室で光電面の研究に取り組みま
した。勿論材料部門も例外ではありませんでした。材料
部門の担当は真空蒸着法により作製された As2Se3 薄膜
の構造解析でした。一つは反射型電子線回折法による構
造解析，もう一つはレプリカ法による薄膜表面形状の電
子顕微鏡観察でした。いずれも同じ装置によって行いま
したが，その装置たるや到達真空度は 10-5 Torr 程度で，
乾板に画像を撮影するときはロータリーポンプの振動を
止めるためにロータリーポンプを数秒間止めるという離
れ業で行いました。しかし，それなりに成果が得られ，
全体ミーティングで発表しました。この研究所挙げての
成果は学会等で発表され，撮像管や光電面の発展に貢献
しました。現在では，研究所の規模も大きくなり，且

高木先生，中野先生と私 (1970)

つ，研究分野も広くなったため，このような研究所挙げ
てのプロジェクトは難しいかもしれませんが，一体感，
連携という今日の電研に希薄なっている意識を取り戻す
ためには必要なことではないでしょうか。
以上が，高木研究室での思い出ですが，助手や学生に
は細かいことは言わず，自由に研究をやらせていただき
ました。しかし，高木先生自ら先頭に立って研究に没頭
しておられましたので，我々も怠けると言うことは一切
ありませんでした。
最後に，材料研究室に在籍後，社会に羽ばたかれた皆
さんには，在籍中大変お世話になり，ありがとうござい

写真３

ました，この場をお借りして皆さんにお礼を申し上げま

材料研究室旅行の時の写真
（1968 年 10 月，伊賀上野，赤目香落渓）

すとともに，これからもお元気でお過ごし下さい。
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武藤、三橋研究室における研究

４月から１９８２年３月まで、武藤教授の後任として、
電子工学研究所半導体部門の部門長として在籍されまし

元電子デバイス部門教授

伊ケ崎

泰

宏

た。
ご在籍中の研究は主に次の三点に纏められると思われ
ます。

武藤時雄教授
武藤時雄先生は１９６２年１０月静岡大学工学部付

一番目は、武藤教授の研究を引き継がれたＴｉ－Ｎ薄

属電子工学研究施設半導体研究室長として電電公社武

膜抵抗に関する研究ですが、研究の主眼を抵抗特性と膜

蔵野通信研究所から迎えられ、１９６５年４月からは

構造との関係に絞られました。また、成膜条件による構

静岡大学附置電子工学研究所半導体部門の部門長として

造変化をＸ線の回折角の変化で評価するために高精度Ｘ

１９７１年３月に定年退官なさるまで在籍されました。

線回折装置の導入に努力されました。その結果、高周波

１９６３年４月からの新年度における研究室の運営に

スパッタリングによって作成したＴｉ－ N ｘ膜の抵抗特

あたり、同年２月に中村技官が、同３月に伊ヶ崎助手が

性はＴｉ膜の格子間隙に吸蔵されたＮ原子の量によって

採用され、武藤教授のご指導のもとで、電子２名、電気

評価できることを示されました。

１名の卒業研究生を加えたメンバーによる研究が始まり

二番目は、Ｔｉ線と鉄板または鉄線とＴｉ板とで作成

ました。本研究室における研究の最終目的は薄膜インダ

された複合細線ターゲットを用いた直流スパッタリング

クター、薄膜コンデンサーおよび薄膜抵抗素子の開発

法によって堆積されたＴｉｘ Ｆｅｙ 膜の組成と結晶構造

及び集積化にあり、各素子の研究開発が進められまし

及び電気特性との関係を検討されておられます。

た。また、集積化にあたり微細加工技術の必要性を主

三番目は、ＣｄｘＭｎ 1 －ｘＳ結晶を用いた光と磁気と

張され微細加工室の新設に努力されました。その結果、

の相互作用に関する研究だったと思います。結晶の作成

１９６６年には北川技官（1996-1970）が、北川技官の

は東大物性研の超高圧ブリッジマン成長炉を用い、強力

退職後に深谷技官が採用され研究に加わりました。

な光源には、日立製作所が大阪万博で展示した 1 Ｗ型の

薄膜抵抗材料としては、ＮｉＣｒ、ＴａＮに代わる材

アルゴンレーザーを譲り受けて使用されました。

料としてＴｉ－Ｎ系薄膜の研究が進められました。これ

以上が三橋教授がなされた主要な研究ですが、先生は

は、高い誘電率を持つＴｉＯ 2 膜との集積化が容易にな

最後の三年間を所長として過ごされ、高柳先生の文化勲

ると考えられたからです。Ｔｉ－Ｎ系薄膜抵抗の堆積に

章授与に向けて努力しておられました。

は、窒素雰囲気中でのＴｉ線の抵抗加熱またはＴｉ板の
電子ビーム加熱による反応性蒸着法、窒素雰囲気中での
Ｔｉ板の直流スパッタを用いた反応性直流スパッタリン

電子計測部門高崎研究室の思い出

グ法、あるいはＴｉＣ l4 とＮＨ 3 を使用した化学輸送法
等が利用されました。

東京農工大学教授（元電子計測部門助手）

更に、誘電体薄膜としてはＡｌの陽極酸化によるＡｌ 2

梅

田

倫

弘

Ｏ 3 膜の研究が、インダクターとしてはフェライトに銅線
を巻いたもの、あるいはガラス基板上にコイル状に堆積し

高崎宏先生が、電子工学研究所電子計測部門に工学部

た銅薄膜上にフェライトを蒸着法で堆積させた膜インダク

精密工学科（当時）から併任の形で移動されてきたの

ターの研究がなされました。

が、昭和 47 年 6 月のことです。その翌年の昭和 48 年 4

最後に、素子間の相互接続を完成させるためのリード

月には完全に配置換えとなり、以来物故される昭和 60

線の接着に超音波接着法の応用が試みられ、基礎データ

年 6 月まで 12 年あまり、多くの研究業績と多くの卒業

として、薄膜電極と各種金属線（金、銀、銅、アルミニ

生を世に送り出してきました。

ウム）との接着強度に関する研究もなされています。

年次の学生としてお世話になったのは、昭和 50 年 4 月

私が、高崎研に修士 1

以上が、武藤教授を中心に行われた研究の概要です

でした。なぜ高崎先生にお世話になったかといえば、卒

が、教授は何事にも積極的に活動され、所内での教職員

業研究で 4 年の時に超高周波部門の水品研究室に配属さ

間の連絡を容易にする為に所内専用の電話機の敷設にも

れたとき、卒研テーマとして選んだのが、当時、まだ珍

努力されておられます。

しかったレーザーの製作でした。そのとき、ガスレー

三橋廣二教授

ザーの製作についていろいろノウハウをお持ちになって

三橋廣二先生は１９６６年４月ＮＨＫ技術研究所から
静岡大学第二電気工学科の教授に赴任され、１９７１年
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いた高崎先生のところに教わりに行く様にと言われたの
が，高崎先生との出会いだったように思います。以後、

ガラス製の排気装置やロータリーポンプの扱いを習い、

先生はお持ちになっていたようで、レーザーがそれを実

ガラス細工室の浦田氏の援助を受けながら、卒業研究と

現できるとの確信をもって新規テーマを開拓されていま

して、共振器長 1m の He-Ne レーザーを製作し、レー

した。そんな折りに私が修士研究そして助手として高崎

ザー発振にも成功しました。長さの割に出力は弱かった

研に入ったとき、レーザーの周波数安定化による精密計

ですが、赤いひかりが発振したときには、喜びもひとし

測が、モアレの次なるテーマとして推進することになり

おであったことを思い出します。そんな縁もあり。また

ました。私の修士研究で周波数安定化を実現できました

レーザー計測をしてみたいとの思いもあり、修士研究室

が、干渉計光源とするには、外部振動に弱くかつ精度も

として高崎研を選びました。

修士研究は、以後の私の

光源波長程度であるなど課題があり、いろいろ模索をし

将来にも影響を与えるレーザーの周波数安定化制御に関

ていました。そんなとき、「こんな面白い現象があるら

するものでした。当時は、さすがに He-Ne レーザーを

しい」と私に高崎先生がある短い論文を見せてくれまし

製作するところからではなく、市販の内部鏡型 He-Ne

た。それは、He-Ne レーザーに横磁場を加えると縦モー

レーザーを使って、縦モードの偏光制御による周波数安

ドが 1 本に縮退すると言うものでした。そこで、早速、

定化を試みていました。頼ることが出来るのは文献のみ

手持ちにあった He-Ne レーザーに磁場を加えて、縦

で、文献類には細かいノウハウは全く書かれていません

モード観測すると、確かにモード状態が変化すること、

でしたので、試行錯誤の連続でした。それでも高崎先生

さらに偏光状態がおかしいことが分かりだして、さらに

のご指導もあり、何とか干渉計光源としても使用できる

研究を進めることになりました。その間に横磁場発生用

安定な光源ができました。一方、修士 2 年の夏頃に、高

の大型の電磁石を発注するとともに光スペクトルアナラ

崎先生から助手として残ってみないかと言われ、全く考

イザーを自作して、磁場に対する発振モード特性を調べ

えていなかったのですが、同期がみな会社務めを目指し

ました。そのうちに、発振モードが、水平・垂直の直線

ている中で、大学に残るのも良いかなと思い、快諾しま

偏光からなり、両成分に数百 kHz の周波数差が生じて

した。このことが、私の将来を決定づける判断だったか

いることが分かりだして、これを契機に大きく研究が進

と、今になって振り返れば、大きな決断を軽くしたもの

み、昭和 54 年 4 月ころに周波数安定化横ゼーマンレー

だと、思っています。

修士課程を修了し、昭和 52 年

ザー（STZL）がこの世に誕生することになりました。

4 月に高崎研助手として働き始めました。当時は、研究

それまで磁場に対するレーザーの振る舞いの研究は軸磁

室が設立されてまだ 4 年少々しか経っておりませんでし

場に限られていましたが、我々の研究によって横磁場で

たが、実験設備はいろいろなものがあり、また、研究費

も軸磁場と同様な効果が得られること、さらにモード縮

も学部研究室に比べて潤沢だったようで、私の記憶で

退という効果が見られ、高出力の単一縦モードレーザー

は、研究費で困ったことはあまりなかったように思って

が可能であることを示すことが出来ました。STZL は偏

います。私が着任した頃の研究室のメインの研究は、モ

光が直交した２周波光源ですので、ヘテロダイン干渉計

アレ・トポグラフィ法による 3 次元計測法の開発でした。

測や偏光変調光源に向いており、これまでにないユニー

3 階の実験室のドアに入ってすぐのところに、黒塗りの

クの光源として高崎先生は応用面にかなり力点を置いて

鉄骨アングルで組み立てられた人体全身用のモアレ・ト

いました。これらの研究成果を幾つかの論文にまとめる

ポグラフィ装置が置かれていました。この装置は実体格

とともに、高崎先生と懇意にしていた企業に STZL の

子型というもので、モアレを生じさせる格子を被測定物

商品化の話を持ち掛けられ、実用一歩手前まで行ったこ

体の直前に置いて光源と異なる視線で観察してモアレを

とを記憶しています。私も、東京農工大に着任後もこの

発生させていました。人体用しかも前面だけでなく背面

レーザーを使った光応用計測の研究開発を行い、中でも

からも凹凸像を同時に取得できるようになっていました

複屈折の高感度計測法は、高崎研の出身であった築地氏

ので、実体格子と相俟って、装置は非常に大型になりま

が中心となって設立したユニオプト（株）によって実用

した。この装置は、高崎研が無くなったあとは、浜松科

化され、多くの企業、特に液晶ディスプレイーのガラス

学館に寄贈されたという話を聞いた覚えがあり、一度見

基板の評価装置として世界の製造メーカーに販売された

に行かなければと思いつつ、時間がたってしまい、未だ

とのことです。

に行けていません。浜松科学館のホームページを見る

電子計測部門高崎研は残念ながら設立１３年足らずで

と、光のコーナーに「あなたの等高線」というモアレ縞

研究室を閉じることになりましたが、その間に卒業した

の展示解説があり、まだ展示されているようです。

モ

学生は４０名あまりになり、現在でも様々な企業で活躍

アレ研究は３D という時代の流れを一歩先行くテーマで

されていると聞きます。物事に厳しく、しかし人間には

したが、精密計測を極限まで極めたいとの思いが、高崎

やさしい高崎先生の遺伝子が私も含めて脈々と受け継が
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れていると思います。私も高崎先生という大きな存在に

に教授として着任されました。着任当初の構成は教授島

一歩でも近づきたいとの思いでこれまでやってきました

岡五朗先生，助教授中野栄一先生，助手松本晃一氏と私

が、齢だけは先生の存命期間を過ぎてしまいました。先

で，技官が高木先生の時と同じく古根村賢之輔さん，鈴

生の学問に対する考え方や人生の生き方など、まだまだ

木佳子さん、それと学生数名でした。1981 年 3 月に中

足元に及ばないという気持ちでいっぱいですが、退職ま

野先生が定年退官されましたので，教員スタッフは 3 名

で残された時間を数えながら、充実した日々を送るべく

となりましたが，翌 1982 年 4 月に伊ヶ崎泰宏先生が半

努力しています。

導体部門より昇任で助教授として材料部門に来られまし
た。同時にこの年に島岡先生が電研の所長に就任されま
した。この体制が 1984 年度まで続きましたが，1985 年
3 月に長年大変お世話になりました古根村さんが定年で
退官されました。その結果技官は鈴木佳子さんお一人と
なりました。尤もこのときには 1 研究室に技官 1 人が普
通となっておりました。その後 1988 年 3 月に島岡先生
が定年退官されるまではこの 4 人体制で研究室が運営さ
れました。
ところで，ご専門は表面物理や半導体表面超薄膜等の
研究でした。特に島岡先生を有名にしたのが，MEED
でした。ブラウン大学におられるときから世界的に名

写真１

を知られておられたようです。通常は HEED( 高エネル

研究ディスカッション風景

ギー電子線回折 ) または LEED( 低エネルギー電子線回
折 ) であるのに対して，MEED は中エネルギー電子線
回折と言われ，LEED が物質の最表面つまり表面の 2 乃
至 3 原子層の深さの構造回折，特に表面の超構造を調べ
るのに使われるのに対して，MEED は LEED に比べて
もう少し中へ侵入するようなエネルギーの電子線を使用
し，物質の表面からもう少し深くの構造や異種材料の接
合面の構造を解析するのに用いられ，多くの成果を挙げ
られ，科研費も採択されておられました。
これに対して，私の研究は「高木先生について－材料
研究室の思い出－」のところで述べましたようにディス
写真２

実験室で留学生（中国、インドネシア）とと

プレイ応用を視野に入れた発光材料の研究でした。扱う

もに

対象は粉末，薄膜で，薄膜という点で島岡先生のご研究
と重なるところはありますが，島岡先生の方は半導体表
面という観点での薄膜であるのに対して，私の方はバル

「島岡先生－もう一つの材料研究室の思い出－」

クの性質に重点を置いた研究でしたので，それぞれの研
究分野はかなりかけ離れているので，私のこれからの研

名誉教授

中

西

究はどうなるのかな，と言う心境でした。勿論，最近の

洋一郎

研究の風潮の一つとして，助教も准教授も教授もそれぞ
高木先生が 1978 年に定年退官された後，1979 年に島

れ独立した研究者という考え方が確立しているように思

岡五朗先生が材料部門に着任されました。島岡先生は北

われます。ですので，それに従えば，私もこれまでの研

海道大学をご卒業の後，アメリカ合衆国，ロードアイラ

究を進めるという主張もできたかもしれません。しかし，

ンド州の州都プロヴィデンスにあるブラウン大学（アイ

私はこのような考え方にはそもそも賛成しておりません

ヴィー・リーグ 8 校の一つとして有名）で教鞭を執り，

でしたので，島岡先生の方針に従うつもりでおりました。

最後は教授になられました。約 10 間滞在され，その後

そもそも長年に亘って研究を続けてきて，いろんなこと

山梨大学に教授として着任されました。ここでも約 10

を経験してきた教授とまだまだこれからという若手の助

年のご滞在の後，1979 年 4 月から本学電子工学研究所

手とを同じ土俵で考えるのには無理があるというのが私
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の考えです。しかも，研究費は潤沢どころか，外部資金

ましたように，島岡先生は 1982 年から電研の所長に就

を導入しない限りまともな研究ができないほどの研究費

任されたことです。言うまでもなく，所長というお立

の中で，みんながばらばらに無関係にお金を使うという

場は激務です。なので，研究室のみんなは私も含めて，

のはもの凄く効率が悪い。さらに付け加えるならば，経

「所長はいるけれど教授はいない」と言っておりました。

験豊富な教授が未熟な若手の研究者を指導するという図

従って大野君の存在は本当に助かりました。しかし，学

式はもの凄く必要なことではないかと思っております。

会の予稿の締切が近づいてくると，「教授はいない」は

と言う理由で，私の研究内容を島岡研究室の研究内容

ずの島岡教授がみんなを集めて，研究の進捗状況を尋ね

に切り替えるつもりでいました。そんなことを考えてい

られるのです。ちゃんと研究室の研究のことは気にかけ

るうちに一月ほど過ぎた頃だったと思いますが，正に経

ておられると言うことです。表面科学会，真空協会，応

験豊富な島岡教授が未熟な私に対して，決定的な指導と

用物理学会に分けて発表者・内容を決めて「何日までに

説教をして下さいました。私が今日あるのはこのときの

予稿の下書きを持ってきなさい」と鶴の一声です。私も

島岡先生のご指導があったからだと思っております。そ

学会での発表は論文を書くときのまとめとして利用でき

の間，私のこれまでの研究の内容を調べられたのだと思

るので，大変大切だと思うようになりました。これも島

います。そして島岡先生はその時の電子デバイスの世界

岡先生のご指導のお陰です。私は ZnS:Mn 薄膜 EL につ

の大凡の状況を把握しておられまして，ディスプレイの

いて主として応用物理学会で発表しました。しかし，私

世界についてもそれなりに把握しておられました。つま

の研究内容の特徴の一つは，ZnS:Mn 薄膜の構造特性を

りポストブラウン管を目指した研究が盛んに行われてい

XRD や RHEED により詳細に解析し，構造特性と発光

ること，電研は元々髙柳先生の業績に基づいているの

特性との関係を調べると言うことでした。表面科学会や

で，電研が創立後掲げてきたディスプレイ・アンド・イ

真空協会での発表内容はシリコン，GaAs や GaP 単結

メージングの研究を絶やしては絶対にいけない，と言う

晶基板上の金属極薄膜のエピタキシャル成長や RMEED

信念の下，私には薄膜の勉強，薄膜蛍光体の形成とディ

観察等が中心でした。私も高真空中で Si(111) 基板上に

スプレイへの応用を目指そうと言うことになりました。

ZnS(111) 面をエピタキシャル成長させることに成功し

ここからが島岡先生の説教です。それ以前の私の研究経

ました。このことは後の私が独立した研究室を持つよう

過をお調べになられたと思います。私を呼び出して，開

になってからの研究にも大変役に立ちました。私としま

口一番，「論文を 1 編も出していないではないか。これ

しては，上述のような島岡先生のご指導の下，島岡先生

はいったいどういうことだ！それでも研究者なのか，君

が着任されてから 7 年後に静岡大学で論文博士として学

の将来はどの様に考えているのか？びっくりした！こん

位を取得することができました。論文題目は「ZnS 薄膜

なことではダメだ！まずすぐに今やっている新たな発光

の構造と発光特性に関する研究」でした。島岡先生のご

中心の形成を目的とした分散型 EL をまとめ，JJAP に

指導の下で学術論文誌に掲載された論文の数は 22 編で

投稿しなさい。」というようなことを言われました。確

した。

かに学会発表や研究会では発表していましたが，論文発

もう一つ島岡先生の大切なご指導がありました。それ

表は 1 編もありませんでした。今と違って，当時は粉末

は国際会議への出席と発表です。1986 年 2 月に学位を

蛍光体で論文を出すのは難しいと言われていて，それを

取得させていただいてからしばらくして，その年の 10

いいことに論文に纏めることをしていませんでした。大

月にアメリカのメリーランド州のボルチモアというとこ

変恥ずかしいことです。それで，印加電圧の周波数に

ろで真空の国際会議 (IVC-10) があるので，そこで発表

依存しない青色発光中心を有する分散型 EL について纏

しなさいとのことでした。英語の論文を作成するのには

め，JJAP の Short Note に投稿し，1981 年 11 月号に掲

いくらか慣れては来ましたが，英語でしゃべるなんてこ

載されました。もう一つ言われたのが，「私の下で行っ

とは全く経験がないことで，正に青天の霹靂でした。言

た研究で学位を取りなさい」でした。一方で，助手とし

われるがままに，アブストラクトを作成し，指定された

て，島岡研に入ってきた学生に薄膜・表面に関すること

ところへ送りました。そうしましたら採択の通知が来ま

も指導しなければなりませんでしたので，学生と一緒に

して，いよいよのっぴきならない状況になりました。た

勉強しながら指導しました。

だ，島岡先生は約 10 年アメリからおられ，奥様は先生

たまたま島岡先生の下に博士課程の学生として入って

に輪をかけて英語がご堪能とのことで，心配いらない

きた大野守史君という学生がいて，彼が大変まじめな学

よ，とのことでしたので，大船に乗ったつもりでいまし

生で，卒研生や修士の学生の指導を手伝ってくれまし

たところ，先生ご夫妻は先にアメリカに行くので，後で

た。もう一つ紹介しなければならないのは，既に述べ

来なさいとのことで，話が全然違うと言うことになり，
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急遽知り合いの人を通して英会話の家庭教師として，週

フライトに乗るように案内してくれました。それで無事

に 3 日ほど 3 ヶ月ほど来てもらうことにしました。だか

にニューアークまで行くことができ，迎えに来てくれて

らといって急速にうまくなるなんてことはできません。

いた太田君に会うことができました。しかし，よく考え

ただ，現地での注意事項や手続きの仕方などをしっかり

ると英会話が全くできない私が，カウンターでどのよう

教えていただき，後は B 型の「何とかなるさ」でいよ

な会話したのでしょうか？正に「火事場の馬鹿力」だっ

いよ本番を迎えることになりました。フライトのコース

たのでしょう（？）。写真 4 は太田家のその時赤ん坊

はサンフランシスコ乗り換えで，ケネディ空港まで行

だったお嬢さんです。昨年，太田君がそのお嬢さんを連

き，そこでまた乗り換えてワシントン・ボルチモア国際

れて日本に来てくれました。当時 1986 年，昨年は 2014

空港（名前が違っているかもしれません）で降りて，後

年本当におきれいなお嬢さんになっておられました。

はどの様にして現地へ行ったか覚えていませんが，何と

ボルチモアは港町ですので，お肉だけではなく，魚も

かたどり着いたのでしょう。ここで一つ思ったことがあ

大変おいしく，特に日本では高くて食べられないような

りました。サンフランシスコで乗り換えてニューヨーク

大きなロブスターを手頃な値段で食べることができ，感

へ飛ぶと言うことは，アメリカ大陸を横断することを意

激しました。学会の会期中にはワシントンの方にも案内

味します。3 時間くらいかかったでしょうか。行けども

していただき，スミソニアン博物館，ハドソン川の桜等

行けども下はアメリカ大陸です。日本の場合を考えてみ

いくつか見物し感激しました。

て下さい。日本の上空からは太平洋と日本海とはすぐで

アメリカに行く前は，ちゃんと生きて帰ることができ

すよね！国土の面積は日本の約 25 倍ほどとのことは本

るだろうか，と真剣に心配しました。行く前に山田祥二

で読んだりして分かってはいるけれど，それがどれほど

先生にお会いし，そのことをお話ししましたら，「外国

のことかは実感としては分かってはいない。それがその

行きは，1 回目は痩せて帰るけれど，2 回目以降は太っ

時の横断飛行で実感しました。正に「百聞は一見にしか

て帰るものだよ」と言って下さいました。このことに意

ず」です。こんな国と戦争しても勝てるはずがないこと

味は，1 回目は心配しながらの旅行で痩せるけれど，旅

は一目瞭然です。

行の楽しさを覚えて，帰国すると，また外国に行きたく

無事に会場に行くことができ，国際会議に参加しまし

なる，と言うことを仰ったのです。案の定，私も帰国し

た。写真 1 は IVC-10 の受付です。写真 2 は会場での島

たら，今度は自ら国際会議に出席したいと思うようにな

岡先生ともう一人は東京理科大学の杉田先生で，他にも

り，毎年国際会議に参加するようになりました。ただ，

写真 3 にありますように同大学から奥様連れで沢山来

助手の頃は自分で使える旅費を持っていませんし，外部

ておられ，すぐに仲良くなりました。誰言うともなく，

資金も獲得していませんでしたので，島岡先生等の上司

「マリオットの会」を作ろうと言うことになりました。

に半分出していただいておりました。なんだか旅行の楽

「マリオット」は会場のホテルが「マリオットハーバー

しさを強調したようですが，英語の論文が当たり前のよ

ホテル」だったからです。帰国後，応用物理学会や表面

うに，論文を発表するならば国際会議で発表することが

科学会で再会し，食事を楽しんだりしました。杉田先生

大切であることが身にしみて分かったからです。この後

ご夫妻にはその後も長くお世話になりました。私の発表

も島岡先生には固体薄膜と表面の国際会議等でデンマー

は想像できますように，話すのは原稿を読むだけなので

クのコペンハーゲン，パリ，ブラウン大学，台湾の新竹

何とかなりましたが，質問は最初はなんだか分かりませ

等にも連れて行っていただきました。

んでしたが，ゆっくり何度も言ってくれましたので，何

以上のように，島岡先生からは研究者としてあるべき

とかこたえましたが，今度はそれが通じたかどうか分か

姿勢を基礎からしっかりと教えていただき，その後の私

りませんが。質問の内容は RHEED パターンの解釈に

の研究活動の原点となりました。本当に感謝しておりま

ついてだったと思います。

す。

無事に学会が終わり，後は帰国ですが，アメリカに来

その島岡先生が 2002 年の 5 月に叙勲の栄に浴されま

たついでに，ニュージャージーに住んでいる大学の同級

した。勿論，2002 年 5 月 25 日に浜松グランドホテルに

生の太田祐助君のお宅によることにしておりましたの

て多くの出席者の下，盛大に叙勲のお祝いをいたしまし

で，ボルチモアからニューアークに飛びました。ただ，

た。残念ながら，その時の写真が手許になく，申し訳な

私が乗ることになっていたフライトが理由は分かりませ

く思っております。

んが（多分場内アナウンスがあったと思いますが，分か

島岡先生は 2014 年 6 月 27 日にお亡くなりになりまし

るわけがありません），キャンセルになりました。もう

た。奥様に先立たれ，しばらくは大変寂しかったことと

パニックです。それでカウンターに行きましたら，別の

拝察いたします。どうぞ奥様ともどもご冥福をお祈りい
－ 60 －

たします。

写真 4
写真 1

写真 2

をだっこする私

IVC-10 の会場入り口

IVC-10 の会場での島岡先生
（東京理科大学の杉田先生と）

写真 3

ニュージャージー州に住む太田家でお嬢さん

IVC-10 に参加された東京理科大学の先生方
と奥様方
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創立２０周年記念祝賀会の写真

挨拶する高柳先生

晝馬社長、萩野、井原先生

乾杯する安藤先生
櫻庭元学長、島岡所長

左から、高柳、西田先生、加藤学長
山本先生、清水技官

畑中、水品、熊川、田中先生
三橋、西澤先生

－ 62 －

第Ⅲ部

研究所 50 年の歴史－変革期
（平成元年：1989 年－平成 15 年：2003 年）

変革期の概要

演会に変更した）。その後、第９回 ( １９９９年 ) からは
「高柳健次郎記念シンポジウム」（Takayanagi Kenjiro
第１０代所長

福

田

安

Memorial Symposium）と改称して国内外、所内から講

生

演者を招待して毎年開催することになり現在も続いてい
る（資料）。

昭和６２年 ( １９８７年 ) ごろ全国の国立大学附置研
究所の評価が行われ、その結果がある新聞に暴露され

萩野所長時代に概算要求事項として「ナノプロセスセ

た。評価は A,B,C に分かれ、A ＜ B ＜ C であり、電子

ンター」設置を要求した。まだ世の中で「ナノテクノロ

工学研究所は A ランクであった。これを機に当時の島

ジー」という言葉が認知されていない時代であった。そ

岡五朗所長（１９８２年－１９８７年、２０１４年没）

うゆう意味では早すぎた概算要求事項であったのかもし

は組織改革の概算要求案を文部省（当時）に持参した。

れない。

しかし、島岡所長在任中には概算要求は通らず、次の萩

平成７年（１９９５年）１０月２日に研究所創立３０

野所長の時代に認められた（平成元年）。その主な骨子

周年記念行事が水品所長（委員長）のもとで行われた。

はこれまでの９部門（電子物理、半導体、真空管、回

この日、名鉄ホテルにおいて記念講演会で元東工大学

路、超高周波、材料、電子計測、応用物性、界面プロセ

長、末松安晴先生の「光情報通信と次世代の社会」の講

ス）から３大部門１２分野（電子材料部門：完全バルク

演が行われ、引き続き記念式典、記念祝賀会が開催され

結晶分野、結晶性薄膜材料分野、アモルファス材料分

た。私は国際シンポジウム「電子材料の表面と薄膜に関

野、超伝導材料分野、電子デバイス部門：超高速デバ

する先端研究」を担当した。この国際シンポジウムは

イス分野、光デバイス分野、映像デバイス分野、表示

１０月３－４日に開催され、本研究所の客員外国人教授

デバイス分野、電子システム部門：光計測システム分

であった Robins（オーストラリア）, Jablonski（ポーラ

野、電磁波応用システム分野、制御システム分野、映像

ンド）, Møller（デンマーク）教授、丸山博士（JRCAT）、

化システム分野）及び外国人客員講座への転換であった

堀越博士（NTT）、福田、田部教授を Invited speaker

( １９８９年 )。しかし、ポストの純増はなかった（主と

とし、６８件の発表がなされ、盛況であった。それらを

して助手ポストの振り替えであった）。

まとめて Proceeding を刊行した。又、最終日には研究

島岡所長と文部省の担当官との間では（１）内部昇格

所の各研究室を公開し、多数の見学者が訪れた。３０周

人事が多すぎる、
（２）以降の人事は全国公募にする、

年記念行事の詳しい資料は別紙を参考にしてもらいた

との指摘、約束が交わされた。特に（２）については口

い。

約束ではなく、文書にして提出したという。この件で以

この時期、自己、外部評価などを積極的に行わなけれ

降の人事において所内では内部昇格派と公募派に意見が

ばならない雰囲気になっていた（或いはそのような指導

分かれ、かなり険悪な雰囲気が漂った。教授会の中でも

があったのかはわからない）。そこで水品静夫所長が中

同様な雰囲気があった。改組前では教授会における席順

心となって自己評価、外部評価を行うことになった。平

は部門ごとに着席していたが大部門制になったというこ

成７年 ( １９９５年 ) １１月に植之原氏（NEC 会長）を

とで皆バラバラに着席するようになった。

委員長とする学外評価委員８名により第一回外部評価が

新しく分野が増設されたのに伴い、教授の公募が行わ

行われた。第１回の外部評価での提言を受けて、平成８

れた。その結果、１９９０年に九州大学から長村利彦教

年（１９９６年）に改善・実行状況を検証する為に第２

授が結晶性薄膜材料分野に、京都工芸繊維大学から宮下

回外部評価を行い、評価・提言を受けた。詳しくは資料

豊勝教授が映像化システム分野に赴任した（宮下教授は

編に掲載する。又、国際的な評価が重要であるために熊

個人的理由により１年未満で退職し、私学に移った）。

川所長の時代にも自己評価、外部評価が行われた。この

又、所内から山口十六夫教授が昇格して光計測システム

件については熊川先生が詳細に述べているのでここでは

分野を担当することになった。以降の教授、助教授人事

触れないことにする。
平成１２年（２００２年）４月、3 大研究部門を 2 大

はすべて公募により決定された。
全所的な講演会は時々不定期的に開催されていたが、

研究部門に改組した。（１）光・電子科学部門（多元素

各研究室の研究成果を広く公開し、又、外部からの最先

物質創成分野、低次元構造機能分野、光機能デザイン分

端研究成果を議論するために毎年開催されることになっ

野、ナノデバイス分野、極限フォトニックデバイス分

た。その「第一回公開講演会」は平成３年（１９９１

野、アクティブディスプレイ分野）、（２）画像電子シス

年）１月（平成２年度）に開催され、第８回まで続いた

テム部門（極限光計測分野、超高速分子光情報処理分

（平成７年度は創立３０周年にあたり国際会議を公開講

野、知的インターフェイス分野、バイオセンシング分

－ 64 －

野、未開拓光イメージング分野、機能集積撮像システム

の電子科学研究科長を兼任することになった。もともと

分野）。又、それぞれの部門を基盤研究グループとプロ

の西部キャンパスにおける博士課程の構想は三系統方式
（機械系、電気系、化学系）の積み上げ方式であり、電

ジェクト研究グループに組み分けした。
この時期において、大型のプロジェクトを獲得するこ

子科学研究科は 2 専攻・15 講座（内 2 講座は客員講座）

とがその組織を評価する最大のポイントになっていた

で学科構成規模が小さく担当教官の定員数（電研 16 名、

（現在もそうであるが）。平成１２年（２００２年）には

工学部 28 名、浜松医大 4 名）が少なかった等のため、

知的クラスター「浜松地域オプトエレクトロニクスクラ

工学研究科委員会において、設置博士課程電子科学研究

スター」事業に参画することになり、研究所が中心とな

科に対する批判的議論が多く行われ、受けて立つ西田初

り数人の教官が参加し、研究所のポテンシャルをアピー

代研究科長は大変苦労された。当時は大学紛争の激し

ルすることが出来た。この件については別記のように故

かった時代のムードが残っており工学研究科委員会にお

安藤隆男教授の詳細な報告があるので参照されたい。

いて他の事項についても激しい議論が行われることが多
かった。昭和 54 年（1979）西田先生の定年退官後は電
気工学科の長谷部堅陸先生が科長に選出され、一期（二

電子科学研究科運営と電研改組の回想

年間）は勤めたが二期目は健康不調を理由として辞退し
てしまった。まさに晴天の霹靂で、次点の私に科長とい

第６代所長、電子科研第３代科長

萩

野

實

う大役のお鉢が回ってきたのである。
私が科長に就任した昭和 56 年（1981）には、本部で

私には「概算要求：改組 ( 大部門制 ) について」また、

行われる部局長会議に出席していたが、博士課程設置

その他、思い出に残ることを執筆願いたいとの要請が

後 5 年も経っているのに電子科学研究科の科長は評議員

あった。退官後 20 年も経っているので記憶に定かでな

ではなかった。静大における重要な独立部局である博士

い点もるが、特に印象に残っている事柄を書いて責を果

課程の大学院電子科学研究科からは評議員を出していな

たすことにしたい。

かったのである。工学部においては、電子科学研究科に

最初に、電子工学研究所 ( 以下電研と略す ) 自体のこ

評議員は不要であるとの声が結構大きかったためであ

とではないが、博士課程電子科学研究科に対する電研の

る。したがって、当時この問題は工学部の了承を得る必

関わりについて記したい。電子科学研究科が設置された

要があった。そのため工学部教授会において電子科学研

のは昭和 51 年 (1976) で、新制大学における初めての理

究科長を評議員にすることについての意向投票が行われ

工系博士課程である。当時多くの新制大学が博士課程の

た結果、賛成と反対とが同数で白が 5 票で反対ムードも

設置を申請していた中で、何故、静岡大学に最初に設置

大きかった。しかし当時の丸山健学長は白票を賛成と読

されたのかは研究所の存在が大きかったと思われる。高

むことができるとして評議会において、電子科学研究科

柳健次郎先生のテレビジョンの研究の成果以来、その伝

長を評議員とすることを決定した。その直後の評議員会

統を受け継いだ諸先輩及び所員の研究成果が静岡大学を

終了の帰途、本部前で当時の工学部評議員達と一緒にタ

して電子工学分野に特色ある大学としての評価を与えた

クシーに乗り込むとき本部職員より「呉越同舟ですね」

と考えられる。

と声をかけられたことが印象に残っている。当時の西部

博士課程の設置の経緯については、当時、博士課程設

キャンパスの状況を表していたと思われたからである。

置のための構想委員会の委員であった山田祥二先生が佐

さらに、当時の最大の問題は、電子科研創立以来 5 年が

鳴 6 ２号（1980、12）に詳しく記している。それによる

経過し、定年退職により 10 名ほどの欠員が生じていた

と、当時の工学部長兼工学研究科長の鴨川寿先生は、文

が、担当教官の補充ができなかった。補充方法が決まっ

部省などから得た情報から、「新制大学に博士課程を付

ていなかったのである。それは電子科学研究科の重要な

けるには厚い壁があり、そこに突破口を作るには先の鋭

取り決めは工学研究科委員会の了承を得ることが必要

い錐のようなものでなければならない、それぞれの大学

だっためである。長谷部科長は任期中そのための努力を

はその特色を生かさなければだめだ」と言う結論をださ

されており、辞任の後も協力して頂いたおかげで私の科

れた。結果として昭和 51 年度（1976）に電研を基盤と

長就任の初期に補充方法が了承された。そして電研から

した電子科学研究科が誕生しわけである。しかしこのこ

は島岡先生を静大赴任 2 年後にようやく博士課程の担当

とが工学部キャンパスに波風を引き起こすことになる。

教官にすることができた。

博士課程の設置に努力された鴨川先生が、設置直前に急

このような擾乱状態は電子科学研究科の規模が小さい

逝されたことにより、西田亮三電研所長が新設博士課程

ことが最大の原因であることは明白なので、当時の小林

－ 65 －

清志工学部長と機械工学科近藤一義先生に協力して頂い

の大学付置研究所に比べて早い時点でこれに対する研究

て作成したメカトロニクス関係の 8 講座から成る専攻増

所の対応について教授会で議論を行っていた。その結

案を概算要求に出した。私が科長となって 2 度目の概算

果、本研究所が特色ある大学付置研究所として発展する

要求のとき文部省で取り上げる気配が生じ、何度か呼び

ために、高柳健次郎先生のテレビジョンの研究の伝統も

だされ説明をさせられ、専攻増が期待されたが、国家財

踏まえて研究内容の見直しを行い、研究所全体の主テー

政が厳しく所謂マイナスシーリング時代とかで専攻増に

マを「センシングとイメージング」と定めて、新しい映

は至らなかったが 4 講座増という結果を得ることができ

像技術に関する一連の電子工学基礎技術の研究を強力

た。その定員増加数は学生 4、工学部兼担教官 12、電研

に推進していくことにした。ここで、センシングとは

兼担教官２であった。当時の電子科研の状況については

イオン、電子、光、熱

私が佐鳴第 68 号（1983、12）に記しているが、参考の

検知を意味し、イメージングとは検知した信号を解析

ため、講座増後の電子科学研究科の講座構成を表 1 に示

処理し、人間が認識するための画像化を意味している。

す。☆印が増設講座である。

これは ｢ビジョンのサイエンスとテクノロジー (vision

等、観測の対象からの信号の

しかしそれでも予算定員数は十分でなかった。そのた

science and technology)｣ とも呼ぶべき分野で、人間の

め当時の本部の大原勇庶務課長と話し合った結果、カリ

物を見る能力を限りなく拡張するための研究であり、ま

キュラム上必要ならば予算定員以上の人数の教官を参加

さに、”vision beyond human’s vision” の実現を目指す

させるこいとが可能であるとの事を知り、必要な授業科

ものであった。
したがって、センシングでは極微弱光の信号や超高速

目及び演習科目を加えて参加できる担当教官数を増し、
更に 5 年毎に見直す任期制を採り、工学部の担当資格教

現象に対処できる材料やデバイスの開発、さらに信号を

官数のほぼ 2/3 の参加が可能な体制にすることができ

適切に処理してイメージングするためのデバイス及びシ

た。そのときの担当教官の実数は電研 14 名、工学部 50

ステムについての研究を強力に行う必要がある。そのた

名、浜松医大 3 名、合計 67 名であった。その後はほぼ

めに、各分野の関係教官が協力し、相互啓発しながら研

円滑に電子科研を運用することができ、科長就任当初か

究に取り組めるよう 3 本柱として ｢電子材料｣、｢電子デ

ら毎分 70 に上がっていた私の常時脈数はようやく 60 に

バイス｣、及び ｢電子システム｣ の 3 大部門に改組する

戻った。そして、3 期 (6 年間 ) の任期終了後、水品静夫

という趣旨の概算要求案が作成された。島岡所長の任期

科長にバトンをタッチすることができた。

の最後の年（昭和 62 年、1987）だったと思うが、改組

本事項の最初に紹介した山田祥二先生が記した佐鳴

の説明のために、島岡所長が文部省へ行ったとき私も同

62 号（1980、12）には、電子科学研究科のスタート時

行したが、担当官へ熱心に説明されていた様子を思い出

の講座構成やカリキュラム編成及び最初の入試実施状況

す。島岡所長の定年退職には間に合わなかったが、私の

についても触れており、設立時に山田祥二先生がたいそ

所長就任 2 年目の平成元年 (1989) に全国的にも早い時点

う尽力されたことが読み取れる。そして、初代科長の西

で文部省が取り上げることになり、改組（大部門制）の

田亮三先生、3 代目の私、4 代目の水品静夫先生の後も

ための概算要求が認められた。それは上記 3 大部門に改

電子科学研究科長に電研教官の安藤隆男先生、畑中義式

組することを基本にし、既存教官定員の振り替ではある

先生と続き、博士課程に果たした電研の役割の大きかっ

が教授席の増加を伴っており、更に海外の優れた研究者

たことを示している。

を招致し共同研究を行うための外国人客員講座を加えた
ものであった。参考のために、改組前の 9 部門制と 3 大

次に電研自体に関することを記したい。昭和も末の昭

部門制との対応を表２に示す。この概算要求書や説明書

和 63 年（1988）年度に私は電研所長に就任した。その

の書類作りに電研の事務官達と締め切りに間に合わせる

次の年の平成元年（1989）に改組（大部門制）のため

べく一同懸命に励んだことが記憶に残っている。特に 3

の概算要求が通った。このことについて私が佐鳴 80 号

大部門を三角形の頂点に置いた改革説明用イラスト画を

（1990，1）及び佐鳴 81 号（1990、7）に記しているが、

描くのに苦心したことなどが思い出される。
改組後の新たに始めたことは、海外からの客員教授の

以下に当時のことを思い出してみたい。
私の前の所長島岡五朗先生の時代の昭和 58 年頃より

招聘は勿論であるが、公開講演会の開催及び年報の発行

政府の財政悪化を理由に行政改革の嵐が吹き、文部省

である。公開講演会は所内及び外部の講師による研究成

は既設の組織機構の徹底的な見直しを強く要請してい

果の発表や解説とそれに対する討論を行うものであり、

た。したがって、概算要求に際して ｢見直しと要求は表

年報は電研において行われた研究と教育の活動状況を記

裏一体である｣ という線が出されていた。島岡所長は他

録し、自己点検・評価の資料とすると共に、外部への報
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告及び評価資料の一部とすることを目的とした。これら

ると思います。両部局の一層の研究教育の上での相互協

は、所内教職員一同の協力により、客員教授の招聘は改

力を強化していって戴きたいと念願しています。」と書

組の初年度から、公開講演会と年報の発行は次年度から

きました。その 10 年後の平成 17 年 (2005) 頃には C O

実行することができた。

E 事業など、相互協力により成果を挙げており、現在
は、更なる広い範囲の産学官の協力体制が構築されてお

上記前半に記したように、西部キャンパスにおいて、

り、私の念願が叶えられていると思われる。

博士課程の電子科学研究科設置に関わる波風は立った
が、総じて、工学部は特に電子工学科は電研に協力的で

最後に、電子工学研究所を支え研究成果を挙げている

あったと思う。しかし当時の相互協力状態に少し物足り

後輩諸氏の並々ならぬ努力に敬意と感謝の意を表した

なさを感じていたので、私が 20 年前、退官にあたって

い。

佐鳴 89 号 (1994、7) に書いた挨拶文の最後に、「とにも
かくにも、静岡大学が付置研究所を有していることは素
晴らしいことであり、しかも工学部と電研が同一のキャ
ンパスに在るという事は双方にとって恵まれた環境にあ

表1

電子科学研究科の講座構成

☆印は増設講座

電子材料科学専攻

電子応用工学専攻

固体電子物性

電子機能デバイス

☆システム設計学

固体材料科学

画像電子デバイス

☆計測制御工学

界面電子工学

波動制御

☆自動機械工学

無機電子材料

光電計測

☆光電機械工学

有機電子材料

パターン認識システム

生体情報処理 ( 客員講座 )

エネルギー変換

情報処理

医用電子工学 ( 客員講座 )

制御システム
表2

旧部門と新大部門との対比表

（旧）

（新）
部

門

名

大部門名

研

究

分

野

電子物理

完全バルク結晶

半導体

結晶性薄膜

応用物性

電子材料

超伝導材料

電子計測

表面エレクトロニクス ( 外国人客員 )

画像電子装置

超高速デバイス

回路
超高周波
材料

アモルファス材料

電子デバイス

界面プロセス

光デバイス
撮像デバイス
表示デバイス
光計測システム

電子システム

電磁波応用システム
制御システム
映像化システム
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平成４年（１９９２年）教職員と研究テーマ

① 組織化された有機超薄膜系の光電変換
② 光誘起電子移動反応の分子制御
③ 光誘起エレクトロクロミズムと光メモリー

電子材料部門

④ 非線形光学効果の光変調と分子フォトニクス
⑤ 光導波路法による高感度計測
⑥ 逆フォトクロミズムと光デバイスなど

教授

熊川征司

研究テーマ
① 化合物半導体の高品質単結晶成長の研究
② 三元並びに四元混晶半導体の大型化の研究
③ 無重力下での In-Ga-Sb 系結晶成長機構の数値解析と

助教授

喜多尾道火児

地上基礎研究

研究テーマ

④ 高温超伝導体の結晶成長の研究

①アモルファス半導体物性
②エレクトロクロミック材料
③固体電解質材料

教授

福田安生

研究テーマ
① 高温超伝導酸化物の研究

助教授

伊ケ崎泰宏

② 半導体表面の研究

研究テーマ

③高感度電子分光装置の開発

① 透明電極材料 ( 主に ZnO 系 )
② 薄膜抵抗材料
③光電変換用化合物薄膜 (InSe)

教授

長村利彦

研究テーマ
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電子デバイス部門

助手

松本晃一

教授

萩野實

研究テーマ

研究テーマ

① Ill-V，II-VI 族化合物半導体及び C60 の結晶成長

①分子線エピタキシーによる結晶成長と光電面への応用
②負の電子親和力表面に関する研究

助手

早川泰弘

研究テーマ

教授

安藤隆男

① 混晶半導体のヘテロエピタキシー

研究テーマ

② 三元および四元混晶半導体のバルク単結晶成長

① アパランシェ増幅型固体撮像デバイス

③ 融液および溶液からの結晶成長機構

② アモルファス・シリコンアパランシェフォトダイオー

④ 高温超伝導体の単結晶成長

ド薄膜
③ 網膜機能電子デバイス

助手

坂口浩司

研究テーマ

教授

助川徳三

① 有機分子組織系の光機能

研究テーマ

② 非線形光学効果の光変調と非線形分子フォトニクス

① 接合型発光デバイス並びに光センサ

③ 光導波路法による高感度計測など

② パワーデバイス
③ 半導体の結晶成長
④ 半導体接合理論
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応用に関する研究

教授

畑中義式

研究テーマ
① メモリーを有する表示デバイス

助教授

田中昭

② フラットパネルディスプレイ

研究テーマ

③ プラズマを用いた薄膜形成技術

①化合物半導体材料の開発と光デバイスへの応用

④ 3 次元光計測

助教授
助教授

石川賢司

木下治久

研究テーマ

研究テーマ

① スパーマグネトロンプラズマ発生装置の研究開発

① 圧電セラミックス

② クォターミクロン高速微細エッチング

② レーザ分光

③ アモルファス状ダイヤモンド薄膜 CVD

③ 半導体表面

助手
助教授

中西洋一郎

野村卓志

研究テーマ

研究テーマ

①分子線エピタキシー法による結晶成長

① 薄膜 EL とその表示デパイス化に関する研究

②負の電子親和力透過型光電膜の研究

② 青色、赤色発光 EL 材料の研究
③ メモリ機能を有する平面型ディスプレイの研究
④ 多層エピタキシヤル薄膜の成長と表示デバイスへの
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電子システム部門

助手

木村雅和

研究テーマ

教授

水品静夫

①半導体パワーデバイス

研究テーマ

②半導体結晶成長

① マイクロ波ラジオメトリを用いた生体内温度分布の
無侵襲測定法の開発
②がん温熱療法治療技術の開発

助手

澤田和明

研究テーマ
①アモルファス S i 積層型アパランシェ撮像素子

教授

② 真空マイクロエレクトロニクスを応用した固体撮像

研究テーマ

素子

①センサ信号処理

渡邊健蔵

②モータ制御
③電子回路

助手

スニル

ウイクラマナヤカ

研究テーマ
①リモートプラズマによって推積した Cu 及び SiO2:Nd
薄膜の研究

教授

山口十六夫

研究テーマ
① III-V 族 LPE 混晶の成長と赤外領域光デパイスへの
応用
②ゾーン消光型広波長域分光エリプソメータの試作と応
用
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助教授

杉浦敏文

助手

研究テーマ

研究テーマ

①レート応答型心臓ペースメーカー

①光電変換機能性薄膜

斉藤順雄

②ファジィー制御
技

助手

術

室

杉本光範

研究テーマ

室長：中村康夫

①光波・超音波 ( 弾性表面波 ) のデバイスへの応用

専門技術：電子回路製作
技術専門職員

助教授

村上健司

研究テーマ

鈴木佳子

①半導体水素ガスセンサの開発

専門技術：表面分析、超高真空技術

②電界イオン一走査トンネル複合顕微鏡の表面感応過程

電子材料技術班

への応用
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粟野春之
専門技術：超高真空、光電面

百瀬与志美
専門技術：ガラス・セラミックス関連装置の設計製作
電子技術班

白鳥硬次
専門技術：分子の組織化と高感度計測
電子システム技術班

安間義和
専門技術：ガラス加工技術
電子材料技術班

中山政勝
専門技術：電子回路の設計・製作及び実験
小山忠信
専門技術：SEM、EPMA、X 線回折分析
電子デバイス技術班
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静岡大学電子工学研究所
1. 期
1. 場

日
所

1. 記念講演会

創立３０周年記念行事

平成 7 年 10 月 2 日 ( 月 )
浜松名鉄ホテル
午後 1 時から 芙蓉の間 (4 階 )
演題
「光情報通信と次世代の社会」
講師

通商産業省産業技術融合領域研究所長
前東京工業大学長
末松安晴氏

1. 記念式典

午後 3 時から 芙蓉の間 (4 階 )

1. 祝賀会

午後 4 時 30 分から 松の問 (3 階 )

1. 国際シンポジウム
「電子材料の表面と薄膜に関する先端研究」
招待講演 8 件、研究発表 60 件
日時
平成 7 年 10 月 3 日 ( 火〉
午前 10 時から午後 5 時まで
平成 7 年 10 月 4 日 ( 水 )
午前 10 時から午後 0 時 30 分まで
場所
静岡大学浜松キャンパス内「佐鳴会館」
浜松市城北 3 丁目 5-1
1. 電子工学研究所一般公開
日

時

場

所

平成 7 年 10 月 4 日 ( 水 )
午後 1 時から午後 5 時まで
電子工学研究所浜松市城北 3 丁目 5-1

※ 連絡先電子工学研究所庶務係浜松市城北 3 丁目 5-1
TEL (053) 478-1301
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記念講演会・記念式典・祝賀会の次第
1 . 記念講演会次第
13:00
13:10

開会の辞
所長挨拶
講
演

14:30

閉会の辞

渡辺実行委員会副委員長 ( 司会 )
通商産業省工業技術院
産業技術総合領域研究所長
前東京工業大学長 末松安晴氏
渡辺実行委員会副委員長

2 . 記念式典次第
15:00

15:15

15:50
16:00
3. 祝賀会次第
16:30

司 会
開式の辞
所長式辞
学長挨拶
来賓祝辞

祝電披露
閉式の辞

開会の辞
挨
拶
来賓祝辞

乾

18:30

杯

歓
談
万歳三唱
閉会の辞
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福田事務長
安藤実行委員会副委員長

文部省学術国際局長 ( 代読の予定 ) 林田英樹氏
静岡県知事 ( 代読の予定 ) 石川 嘉延氏
浜松市長 ( 代読の予定 ) 栗原勝氏
東北大学電気通信研究所長 宮本信雄氏
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This symposium is organized and held in commemoration of the 30th aniversary of the
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Symposium Schedule
October 3

Sanaru Hall

10:00-10:10

Opening Remark : S. Mizusbina

10:10-12:10

Invited Talks:
1-1

J. L. Robins The University of Western Australia

1-2

A. Jablonski，Polish Academy of Science

1-3

Y. Horikoshi NTT Basic Research Laboratory

Lunch Time
13:20-14:40

Invited Ta1ks:
1-4

E. Maruyama Jojnt Res. Cent. Atom Tech.

1-5

M. Tabe

Res. Inst. Elect. Shizuoka University.

Coffee Break
15:00-17:00

Invited Talks:
1-6

A. Ignatiev

Space Vacuum Epitaxy Center, University of Houston

1-7

P.J.M φ ller

University of Copenhagen

1-8

Y. Fukuda

Res. Inst. Elect.，Shizuoka University

Laboratory Tour (17 :00-18:00)
Welcome Party (18:00・20:00)，Sanaru Hall B
October 4
Sanaru Hall B
10:00 - 12:30

Poster Session: Surface and Interface

S 9 –S 14

Epitaxial Growth

E-15 E-21

Thin Films

T 22 –T 32

Crystal Growth

C 33 –C 38

Semiconductor Processes

P 39 –P 44

Electronic Devices

D 45 –D 54
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Properties of Materials

M 55 – M 63

Organic Films

O 62 – O 68

Lunch Time
Laboratory Tour (13:00–17:00)

挨拶する水品静夫所長

国際シンポジウムの看板

祝賀会風景、中央：晝馬社長

特別講演をする末松安晴元東工大学長

記念植樹をする水品所長（右）と安藤教授
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静岡大学電子工学研究所創立３０周年を迎えて

光と映像に関する電子工学を中心に、時代をリードする
研究課題に取り組み、成果を挙げてきました。一方、昭

第７代所長

水

品

静

和 40 年ころ以降、電子工学は目覚ましく発展し、産業

夫

から医療にいたるまで、社会の広い分野で重要な役割を
本日ここに、静岡大学電子工学研究所創立 30 周年記

果たすようになりました。それに伴い、新しい領域への

念式典を、早田文部省学術国際局研究機関課長、永井静

展開が必要となり、研究課題も多様化しましたが、同時

岡大学長、記念講演をして下さった末松先生ほか多数の

に一方で、新しい角度からそれらの研究の統合をはかる

来賓各位のご臨席のもとに、挙行できますことは、所員

ことが重要となりました。この様な学術の動向に対処す

一同の大きな喜びであります。これもひとえに、先輩各

るために、平成元年に、研究組織を電子材料部門、電子

位の残された優れた業績並びにここに至るまでの長い年

デバイス部門、電子システム部門からなる三大部門の形

月を通して、多くの方々から頂いた御支援の賜物であり

に再編成致しました。現在、電子材料部門では半導体、

ます。深く感謝の意を表したいと存じます。

超伝導、有機材料、機能材料を含む電子材料の研究が、

顧みますに、大正 13 年 (1924 年 ) に高柳健次郎先生

電子デバイス部門では発光・受光デバイス、量子効果超

が浜松高等工業学校に赴任され、「無線電視法 ( テレビ

高速信号処理デバイス、超高感度撮像デバイス、高感度

ジョン )」の研究を開始されたことが、静岡大学電子工

エックス線・赤外線検出器などの研究が、電子システム

学研究所の起源であります。先生は片仮名のイの字をブ

部門では薄膜・超微細構造の高精度光計測装置、環境計

ラウン管スクリーン上に映し出す実験に成功 (1926 年 )

測用インテリジェントセンサシステム、人体内温度分布

されるなど、数々の重要な成果を挙げられました。高柳

無侵襲計測システムの開発などの研究が行われており、

先生のテレビジョン研究に対して、日本放送協会 (NHK)

電子材料、デバイスの基礎科学から実用システムの開発

及び文部省から、多額の研究資金が提供されるようにな

まで、幅広い分野で研究を展開しております。

り、「電視研究室」が確立され、研究に一層拍車がかか

近年、電話、テレビジョン、コンビューターで象徴さ

りました。昭和 12 年、高柳先生は NHK に移籍されま

れる通信、映像、情報処理技術が有機的に統合されて、

した。これは、戦争で幻となった昭和 15 年の東京オリ

多様な新しい技術が生まれつつあり、その上に高度情報

ンピックをテレビジョン中継する壮大なプロジェクトの

化社会が構築されつつあります。高度情報化社会では、

準備のためでした。移籍に際して、NHK から多額の報

光と映像に関する先端技術の開発に対する要求が増大す

奨金が学校に送られ、それを基金にして、浜松電子工学

ると我々は考えており、この分野における次世代基盤技

奨励会が設立され、この分野の研究の奨励、特に若手研

術の研究開発を一層推進する方針であります。
本研究所では、本年、その運営及び研究成果につい

究者の育成に多大の貢献をし、現在に至っております。
高柳先生は NHK に移られましたが、幸いなことに、

て外部の有識者による評価を受けることと致しました。

後に初代研究所長を務めた堀井隆教授を中心に数名が浜

我々は、評価の結果と助言を真摯に受け止め、今後の研

松に残り、後の新制静岡大学工学部付属の電子工学研究

究所運営に反映させ、学術の発展と新技術の開発に貢献

施設として研究室が継続され、テレビジョン研究が浜松

すべく努力を重ねる所存であります。
おわりに、私たち所員一同は、創立 30 周年を一つの

でも継続されて幾多の成果を挙げることができました。
これらの成果が認められて、昭和 40 年 (1965 年 ) に、

契機として、伝統の上に、さらに新しい研究・開発を積

静岡大学電子工学研究所が創設されました。新制大学に

み重ね、社会に役立つ成果をあげるべく努力する所存で

付置された唯一の理工学系研究所であります。当時、渡

あります。

邊寧博士が静岡大学長でした。渡邊先生は、長く東北大

これまで本研究所に寄せられました御支援に感謝申し

学教授を務められ、我が国における電子工学、殊に、半

上げますとともに、本日ご臨席の皆様はじめ、関係各位

導体研究の先覚者で、現在の西津潤ー東北大学総長の師

には、今後とも一層のご協力と御支援を賜りますようお

であります。渡邊学長は電子工学研究の重要性を深く認

願し、申し上げまして、式辞といたします。
（「佐鳴」より転載、以下写真も同様）

識され、本研究所の創設に尽力されました。
研究所となってからは、撮像管、蛍光材料、テレビ
ジョン信号の処理と伝送技術などの伝統的な研究課題に
加えて、いち早く、化合物半導体 (GaAs 結晶成長 ) の研
究を開始し、また、光ファイパーが発明される以前に、
光によるテレビジョン信号の伝送実験に成功するなど、
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創立３０周年記念国際シンポジウム
「International Symposium on Surfaces and
Thin Films of Electronic Materials」 を 振
り返って

た。
招待講演終了後、研究所内の研究室の見学会が聞か
れ、その後、懇親会に移った。懇親会は佐鳴会館旧ホー
ルで行われ、卒業生やロビンス、ヤブロンスキー、メ
ラー先生等なつかしい人達を囲んで話は尽きないようで

電子材料部門

教授

福

田

安

生

あったが、翌日のポスター会場の設営のために、8 時で
懇親会は終了し、すぐにポスター用ボードの組立を行っ

昭和 40 年に研究所が設立されてから今年で 30 周年に

た。

あたることから、記念国際シンポジウムを開催できない

二日目は先に述べたようにポスターセッションで、発

か、ということが教授会で話題になった。丁度今年 9 月

表件数は 59 件、内訳は所内 26 件、工学部 9 件、その他

末に横浜で「表面と真空に関する国際会議」が開催さ

31 件であった。このセッションでは客員教授であった

れ、当研究所に滞在していた外国人客員教授の何人かが

ロシア、自動化研究所の Rifshit( リフシット ) 教授のと

その会議に出席しそうだとの情報をえたので、これらの

ころから Nazarov( ナザーロフ ) 博士や以前客員教授で

人達を招いて国際シンポジウムを開催することになり、

あった Gong( ゴン ) 博士 ( 現浜松ホトニクス ) も参加さ

この分野に専門が一番近い私が世話人になることとなっ

れ国際色豊かとなった。
発表内容別にみると、表面界面関係 6 件、エピタキ

た。
シンポジウムは 10 月 3 日 ( 火 )、4 日 ( 水 ) の 2 日間の

シャル成長関係 7 件、薄膜関係 11 件、結晶成長関係６

日程で行われた。場所は新装早々の佐鳴会館を使用させ

件、半導体プロセス関係 6 件、電子デバイス関係 10 件、

ていただいた。この程度の小規模な国際会議ならば、佐

材料物性関係 9 件、有機薄膜関係 5 件であった。前日に

鳴会館会議室は十分な広さと設備を備えていることを、

もまして会場は盛況で，ポスターを囲み英語や日本語が

今回の会議で体験できたことは、今後の同様な会議を開

飛び交い、至る所で議論の輸ができているのが見られ

催するうえで貴重な体験であった。又、宿泊室が近いこ

た。このポスターセッションでは前半の 1 時間は偶数番

とも好都合であった。

号のポスター、後半の 1 時間は奇数番号のポスターにつ

さて、会議の内容を簡単に説明する。招待講演者は
外国人 3 名 ( 当初 4 名を予定していたが、都合により

いて議論するという方法をとったことで効率のよい議論
が出来たと思う。

アメリカのヒューストン大学の Ignatiev( イグナティエ

午後から同じ会場で情報学部創立記念パーティーがあ

フ ) 教授が欠席された )、日本 4 名、であった。外国人

るとのことで、12 時でポスターセションを終了してポ

3 名はいずれも電子工学研究所の客員教授で以前浜松に

スターボードを片付ける作業をあわただしく行い、2 日

約半年間滞在の経験がある人達であり、再度の訪問を

間の国際シンポジウムを終了した。

心から楽しんでいたようです。Western Australia 大学

この国際シンポジウムへの出席者は 2 日間で 218 名

の Robins( ロビンス ) 教授は Hg-Cd-Te 系表面の不活性

( 参加者名簿記入者のみ、所内 65 名、工学部 62 名、そ

化 (passivation) を行い、その表面を XPS(X 線光電子分

の他 91 名 ) であり、キャンパス以外からの参加者がか

光装置 ) を用いて分析することにより、どのような表面

なりの人数にのぼったのが注目される。今回のシンポジ

が形成されたかを講演された。ポーランド科学アカデミ

ウムを行うにあたり、1987 年に行われた国際学会の経

一物理化学研究所の Jablonski( ヤブロンスキー ) 教授は

験がかなり生かされていたように思う。今回の経験も次

電子分光を用いて固体表面を分析する場合の電子の弾性

の国際会議に引き継がれていくことを期待したい。

散乱の役割について、デンマーク、コペンハーゲン大学

最後に種々の御援助をいただいた卒業生の皆様、御協

の Møller ( メラー ) 教授は酸化物表面に蒸着された金属

力いただいた工学部の諸先生方、2 日間の会議、懇親会

の構造と電子状態について講演された。日本人の招待講

すべてにわたって御協力いただいた教職員諸氏、学生諸

演者は所外からは二人で、融合研アトムテクノロジ一

君に深く感謝致します。（「佐鳴」より転載）

機構の丸山瑛一博士は機構の目的や組織について述べ、
NTT 基礎研の堀越佳治博士は AIGaAs-GaAs 系ヘテロ
構造をもつ薄膜の電気特性について講演された。所内か
らは田部道晴教授がシリコンを用いた量子ドットの形成
とその物性について、福田からは III-V 族化合物半導体
表面のパッシベーションについて、それぞれ講演があっ
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ミクロンのモザイク面を酸化、セシウムで覆った光電面

電子工学研究所と発明家たち

であった。開発研究は順調であったが昭和 12 年、高柳
先生ほか研究室の主力は NHK に移ることになり危機に

（３０周年記念特別寄稿）

瀕したが、堀井先生と学校当局は文部省に対し、テレビ
第４代所長

三

橋

廣

二

ジョンの基礎技術の研究を続行する趣旨の要求を提出
し、それが認められるが電視研究室の運営はすべて堀井

研究所長に就任した昭和 54 年頃はテレビジョンの父

先生の双肩にかかることになる。戦時中灰塵に帰した研

とも仰がれる高柳健次郎先生を顕彰しようという空気が

究室の再建には非常な努力を払った結果、広沢町の旧応

研究所、工学部のみならず卒業生の聞に澎湃と広がって

用化学の焼けビルに研究室の再建をはかられた。戦後間

いた。昭和 55 年文部省の学術国際局学術課長を訪ねて

もなく米国で発明されたイメージ・オルシコン撮像管の

高柳先生の文化勲章受章の手続を尋ねた結果、先づ、文

動作特性を先生得意の解析で明らかにされた。昭和 25

化功労賞の受章者に選ばれることが必要であることがわ

年には米国に遅れること 10 ヶ月で光導電性薄膜を光電

かった。55 年 6 月に研究所長から文部省に文化功労賞

面とするビジコンの開発に成功された。この薄膜の物理

受章の推せん書を提出した。9 月になって選考委員の顔

的特性、薄膜の成長等については西田亮三、成田信一

ぶれが官報で公表され、その中でテレビジョンに最も近

郎、山田祥二先生が受け持った。西田先生が作られた

い無線工学専攻の早稲田大学総長清水司氏を訪問して高

PbO を用いたビジコンは X 線に感度を持ち金属などの

柳先生へ推せんをお願いした。10 月下旬に文化功労賞

内部の撮像に成功した。昭和 39 年研究施設の TV 技術

の発表があり高柳先生は受章の光栄に浴した。翌年文化

に係わる研究成果が文部省で評価されて翌年の概算要求

勲章の推せん書と参考資料として電子工学研究所報告の

に大学附置の研究所として認められ、昭和 40 年度から

高柳先生受章の特集号 ( これには高柳先生の特許公報直

正式の電子工学研究所として発足することになった。研

線加速器が掲載されていて、先生の発明は医療の方面へ

究所昇格に際しては学長渡邊寧先生と堀井先生の御尽力

の応用も述べられていた ) が添えられていた。これらの

を特記しなければならない。

資料を持って文部省に行ったが、担当者が昨年と変わっ

昭和 40 年には山本達夫先生が成田先生の作られた

て、昨年の受章に引き続いて今年も文化勲章を受章する

GaAs 単結晶に亜鉛をドープした半導体接合にビデオ電

のは難しい趣旨の事を言われたので高柳先生の発明はテ

流を流して広沢の旧施設と工学部キャンパス間で光通信

レビジョンだけでなく医療の最先端の発明もなされたこ

に成功された。半導体レーザーを実用にしたのは、我が

と、また先生は 80 才を越えた高齢であることも考慮す

国では最初のことであった。

るようにお願いした。9 月に発表された選考委員の顔ぶ

山田祥二先生は新しく出来た研究所内に結晶成長室を

れの中に私がかつて NHK 技研で研究していた当時御指

作られ、化学蒸発法や単結晶引き上げ装置を設備され、

導を受けた有機半導体の権威、分子科学研究所長の赤松

昭和 44 年ビジコン用光導電面に用いることが出来るセ

秀雄先生が名を連ねておられたので早速先生に高柳先生

レンおよびセレン化合物の研究を行い約 1 年半で詳細な

の推せんをしていただくようお願い申し上げた。赤松先

報告書を完成された。先生の結晶成長技術は多くの半導

生も大層御尽力いただき文化勲章受章に輝くことが出来

体に応用され学会でも注目された。
超高周波部門の水品静夫先生はマイクロ波の電磁界を

た。この受章は私の定年 5 ヶ月前であり、研究所にとっ
ても高柳先生にとっても大変光栄なことであった。
創立 30 年を迎えた研究所であるが、その源をさかの

ヒ卜の皮膚の中まで入れてがん治療に役立てるための研
究を行い医療電子工学の面から注目された。

ぼると我が国で最初に全電子テレビジョンの開発に貢献

負の電子親和力をもつ半導体接合、すなわち接合の外

した高柳先生門下の堀井隆先生の研究成果を述べなけれ

の真空レベルが半導体の伝導帯の底のレベルよりエネル

ばならない。昭和 8 年米国 RCA の Zworkin 氏が電子方

ギー的に下に来るような接合を作り、半導体内から電子

式の撮像管アイコノスコープの発明に成功したという外

を外部に取り出すことを利用した助川徳三先生の発明も

電に接し電視研究室でも、それに追いつくために堀井先

興味ある実験である。GaP と AIP のヘテロ接合をビジ

生が中心となって取り組むことになった。米国の特許公

コンの陰極に用いて TV の撮像に成功し、電子温度が低

報以外に情報の少なかった時代に試行錯誤の末昭和 10

いために早く動く被写体の残像を短く出来た。この種の

年 11 月に走査線 220 本、毎秒像数 20 枚で戸外風景の送

冷陰極は実用が待たれる発明である。

像に成功した。その撮像官の心臓部とも言える信号板

高崎宏教授は工学部から研究所の電子計測部門に移っ

は、雲母の薄板の裏側は白金薄膜、表側は銀粒子直径 5

て来られ、工学部時代から手がけておられたモアレ・ト
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ポグラフィの開拓者として有名であり、その研究成果が

から尊敬されていたが、定年を待たずに逝去され静岡大

米国写真測量学会の受賞を受けた。モアレはフランス語

学としても学界からも貴重な人材を失ったことになり誠

で波、トポグラフィは英語で地形学と言われる。この技

に残念なことであった。

術を使うと凹凸のある物体の等高線を画くことができ

昭和 54 年に、電子顕微鏡、電子回折の研究で国際的

る。例えば白くて薄いカーテンが 2 枚重なって外光を受

に有名な島岡五朗先生を山梨大学から材料部門にむか

けているとき、手前のカーテンの条と奥のカーテンの条

え、先生のエレクトロ・ルミネスセンスや薄膜の物性研

とが僅かに平行からずれた時、透過光が波立った縞模様

究が評価され、昭和 62 年に第 4 回固体薄膜、表面に関

が出来るのもモアレの一例である。物体の上にピッチが

する国際会議が浜松に誘致されその議長に島岡先生が選

S0 の平面線格子をおき格子のℓの距離にある点光源 S

ばれ研究所の名前を国際的レベルにまで高めた。

により、格子を通して物体を照らす。照明光は格子のす

以上述べて来た発明や研究は研究所で行われたものの

きまを通して扇状に広がる。同じく格子の上ℓの距離に

一部であり、この外にも多士済々すぐれた成果を挙げら

眼をおき、物体が見える範囲は細線で示した状態部分の

れた研究者が多く、それらの紹介もしなければならない

みであるから、物体表面上で照明された範囲と見える範

が紙面が許さないのが残念である。高柳先生がはじめら

囲とが合致した部分だけが明るく見える。N=l、2 は格

れた TV の花開いた昭和 10 年から電子工学研究施設を

子面の下に第 1 番目、第 2 番目に、この 2 つの範囲が交

経て研究所に昇格して今日まで数えると 60 年というこ

わる様子、つまり明点の次数を示す。一般に N 次の明

とになる。現在現職で発明、研究に携わっておられる

点の格子面からの深さ hN は格子条に垂直に測った光源

方々の一層の活躍を望んでペンをおく。

と眼の間隔 d を用いて次の式で表される。
hN = Nℓ S0 / (d – NS0)
このとき物体上には格子面から一定の深さの明点が集
まってできた等高線が見られる。このままでは格子の条
あるいはその物体上の影および格子の明暗変化が正弦的
でないため、格子の影の高次成分どうしによるモアレが
目ざわりになる。明点の深さは格子をその面内で平行移
動しても変わらないため写真露光中の格子を移動させる
と明点は等高線となると同時に不要な画像雑音にすべて
平均化されて消える。高崎先生のこの発明は実用になる
段階まで高められ、特にホログライのようにレーザ一光
を用いないで三次元計測が出来る特長がある。
高崎先生が最も力を注がれていた研究として周波数
安定化横ゼーマンレーザー (STZL) と呼ばれるものがあ
る。0.63 ミクロンの He-Ne ガス・レーザーで縦モード
が 2 本または 3 本立っている内部鏡型のものに横磁場を
かけるとレーザースペク卜ルのゼーマン分離周波数が縦
モード間隔と等しくなる磁場で、殆どの出力が、一本の
縦モードで発振するようになる。この光は数 100kHz の
周波数差をもっ 2 つの直交偏光成分から成っており偏光
状態を一定に保つよう制御して発振周波数を安定化でき
る。単一縦モード化する機構と安定化された 2 周波数性
は現象としても興味があり、またヘテロダイン光波干渉
長、複屈折などの偏光パラメターの測定、ドップラ一流
速計などへの応用が可能になる。
高崎先生はいつも現象を深く見て、その特長によく
合った独特の測定法を確立されていた点で多くの研究者
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図１．モアレ・トポグラフィの原理図

電研創立３０周年によせて
第５代所長

島

岡

五

朗

この度、電研が創立 30 周年を迎え、その記念式典が
水品静夫現所長によって、また多くの方々のご参列の下
に成功裡に施行されたことは、我々電研 OB にとって誠
に感慨深いものがあります。私が三橋広二所長の後を受
けて電研所長を拝命したのは昭和 57 年の春で、前所長
の一方ならぬご尽力で、高柳健次郎先生の文化功労者へ
の推薦、さらに文化勲章の受章が実現し、その結果高柳
先生のテレビ研究の流れを汲む電研が一躍天下の脚光を
浴び、所員一同一きわ意気盛んな頃であった。当時の研
究所は 9 つの研究部門からなり 50 数人の所員がそれぞ
れ特色ある研究・業務に取り組んでいた。構成と主な研
究テーマは電子物理部門 ( 山田祥二教授 ): アモルファス
図２．湾曲の大きい物体の等高モアレ

やセラミックスなどの電子材料の基礎研究、半導体部門
( 熊川征司教授 ): 化合物半導体の結晶成長、応用物性部
門 ( 萩野實教授 ): 分子線エピタキシーによる薄膜成長と
光電子放出面の研究、電子計測部門 ( 高崎宏教授、畑中
義式教授 ): 光を用いた計測とセンシング技術、光電変換
用薄膜材料の研究、画像電子装置部門 ( 安藤隆男教授 ):
固体撮像デバイスの知能化、高精細度撮像デパイスの研
究、回路部門 ( 山本達夫教授 ): 半導体センサーの開発、
センサー出力信号処理システムとその集積化の研究、超
高周波部門 ( 水品静夫教授 ): マイクロ波に関する新技術
の開発と医学への応用の研究、材料部門 ( 島岡五朗教
授 ): 薄膜発光素子の開発の研究、電子回折・電子顕微鏡
および X 線光電子分光による電子材料表面・薄膜の研
究、界面プロセス部門 ( 助川徳三教授 ): 半導体接合界面
を利用した新しいデバイスの製作とそのプロセス技術の
開発、事務部 ( 伊東正夫事務長、河合峯之事務長 ) で、
世界に誇ることの出来るユニークな研究実績が着々と積
み上げられていた。
この時期の電研について思い出深い出来事が 3 つあ

図３．図２と同じ、物体動かした
（「佐鳴」より転載）

る。l つは昭和 60 年 11 月 15、16 日に行われた研究所
設立 20 周年の記念行事である。電研は昭和 40 年に、当
時の新制大学としては初めての大学付置研究所として設
立されたものであるが、象牙の塔と考えられ設立以来ま
だ一般に公開されたことがなかった。そこで、20 年の
節目に電研のことを世間によく知って貰うことと、所員
も研究所の歩みを省み、より一層の発展を期することが
主な目的であった。初日は浜松市東伊場のグランドホテ
ル浜松で、当時の東北大電気通信研究所長の西沢潤一教
授 ( 現東北大総長 ) を招いて「これからの電子工学」と
題する記念講演会を聞いたほか記念式典と祝賀会を行っ
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に収録されている。

た。講演には市民や学生ら約 700 名が集まった。また研
究所設立以来初めての試みとして、15、16 の両日研究

最後は電研の改組である。私の任期以前から国立大学

室や実験室を一般市民に公開したが初日から他大学の関

教官の研究業績の評価や見直しは既に始まっていたが、

係者や市民ら約 200 名の見学があり、その結果は甚だ成

任期中は全国的にも臨調・行革の下に官庁の統合・廃止

功であった。

が行われた時期でもある。国立大学の附置研究所にも見
直しが要求され、これまで在ったような小規模・孤立型

2 つ 目 は、 電 研 が 中 心 と な っ て 準 備 を 進 め て き た
International

の研究組織は存在意義が薄れ、中 ~ 大規模の共同利用

Conference on Solid Films and Surfaces) を文部省・静

的な研究組織が重視される時代になっていた。従って電

岡大学の主催で、昭和 62 年 8 月 23 日から 27 日までの

研の組織についても、時代に沿った見直しと改革が、対

5 日間、グランドホテル浜松で、開催出来たことであ

外的にも対内的にも必要となっていた。このことは私の

る。この会議にはノーベル賞級学者を含む世界、17 ヶ

任期中 6 年間ずっと悩まされ続けた問題であった。そし

国の第一線研究者や日本の研究者約 350 名が出席、219

てついに任期の切れる ( 退官の ) 直前になって、関係各

件の研究発表が行われた。内容は半導体表面物性の新し

方面の絶大なご理解とご協力によって、懸案の新しい改

い解析方法、新しい薄膜成長技術などの基礎分野から、

組案が出来上がった。それは、上記の旧 9 部門を改組・

現在のハイテク技術に欠かせない電子部品の機能素子、

統合して、電子材料、電子デバイス、電子システムの 3

超電導セラミックス薄膜などの応用分野にいたる広い学

大部門制にしてエレクトロニクス材料の生まれから、デ

術範囲を対象としたもので，多くの貴重な研究成果が初

バイスの製作、そしてシステムへの応用に至るまでの流

めて公開された。8 月 24 日の開会式には、島岡五朗組

れを一貫して、総合的に研究出来る体制の構想である。

織委員長、上原信博静大学長、高柳健次郎名誉顧問なら

この改組案が成立すれば、電研は 12 教授と 1 客員教授

びに野沢達夫静岡県副知事よりそれぞれ歓迎の辞が述べ

( 外国人 ) 講座を擁する中規模の付置研究所に発展する

られたが、高柳先生の「浜松は日本のテレビ発祥の地で

ことが出来るものであった。幸いにして、この概算要求

あり、テレビの発達と薄膜技術とは重要な関係がある」

案は私の退官後 100% 通過した。この通過の報告を、私

と激励されたスピーチ ( 英文〕は特に感銘深いもので

はオーストラリア・ニューサウスウエールズ州立大学客

あった。この会議では、電研ならびに工学部の研究者は

員教授としてシドニー滞在中に受けとった。あの時の喜

大いに活躍した。会議のプロシーデイングスは North-

びは、何年も経った今でも忘れることが出来ない。（「佐

Holland 発 行 の Applied

鳴」より転載）

第 4 回固体薄膜と表面の国際会議 (4th

Surface Scienc、33/34 (1988)
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植之原道行

日本電気株式会社特別顧問

委員

池上徹彦

NTT アドバンステクノロジ株式会社
代表取締役社長

委員

末松安晴

通商産業省工業技術院
産業技術融合領域研究所長

委員

沢田康次

東北大学電気通信研究所長

委員

西澤台次

日本放送協会放送技術研究所長

委員

西永

東京大学大学院工学系研究科教授

委員

平木昭夫

大阪大学名誉教授

委員

晝馬輝夫

浜松ホトニクス株式会社

頌

代表取締役社長
委員

宮本信雄

東北学院大学工学部教授
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評価と提言
平成 7 年度に、本委員会は静岡大学電子工学研究所の運営に関して点検・評価を行い、その一層の活
性化を図るための提言を行い、その柱を「光の本質や光と物質の関連分野における研究を基盤とし、よ
り深い基礎と広い応用研究を展開する」とした。そして、1 年後に再び評価委員会を開催して改善状況
をみることとした。
平成 8 年度静岡大学電子工学研究所学外評価委員会を平成 8 年 11 月 22 日と 12 月 6 日に開催した。
予め用意された「静岡大学電子工学研究所学外評価資料」及び学外評価委員会当日の説明を通して、新
しいテーマが出てきており、この 1 年間、議論されて意識改革が進んだとの強い印象を受けた。その意
味で、学外評価の効果があったと認められる。研究活動について言えば、昨年に比べて、特徴のある研
究が格段にはっきりと見え、多くの課題で過去 1 年間に成果を挙げていることが認められた。そして、
幾つかのユニークな研究が外国との共同研究に発展していることが高く評価された。
このように、個々の研究課題では高いレベルの研究活動が展開され、成果を挙げているが、しかし、研
究は個人あるいは小人数の研究分野単位で行われており、大型の研究テーマをグループで強力に推進す
る体制が十分整備されているとは言えない。
優れた大型研究テーマを掲げ、力を合わせて個々の独創的研究を高度に発展させるような研究を推進
することが、研究所の運営にとって今後ますます重要となることを指摘したい。広く社会の基本的な問
題に目を向け、その中から研究テーマを掘り起こし、研究活動の柱となるような大きく優れた研究テー
マを所長のリーダーシップのもとに創出し、多くの所員が積極的に参加する形で具体的なプロジェクト
を形成し、実行に移して行く必要がある。同時に、国内外の研究者・研究機関との研究協力をこれまで
以上に推進することが、他所には無いユニークな研究を展開すること及びインパクトの大きな研究成果
に繋がることも指摘したい。
高い目標に向かつて力を結集し、社会的インパクトの大きな研究成果を挙げることを期待して、提言
とする。
平成 9 年 3 月
静岡大学電子工学研究所
学外評価委員会委員長

植之原道行

静岡大学電子工学研究所学外評価委員会概要
日

程

開催日 : 平成 8 年 11 月 22 日 ( 金 )
出席者 : 委員長
委員

植之原道行

沢田康次、西沢台次、平木昭夫、宮本信雄

開催日 : 平成 8 年 12 月 6 日 ( 金 )
出席者 : 委員長
委員

植之原道行

末松安晴、西永煩、晝馬輝夫

欠席者 : 委員
場所 ( 両日 ) ：

池上徹彦 ( 文部省関係委員会のため欠席 )
静岡大学電子工学研究所長室
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陪席 ( 両日 )：水品静夫
安藤隆男

電子工学研究所長

大学院電子科学研究科長

時間 ( 両日 )：所長説明

13: 30

～

13: 55

電子材料部門説明 ( 長村教授 )

13: 55

～

14: 20

電子デバイス部門説明 ( 皆方教授 )

14: 20

～

14: 50

電子システム部門説明 ( 山口教授 )

14: 50

～

15: 10

学外評価委員会

15: 20

～

17: 10

所長説明
予め用意された資料に基づいて、昨年の評価委員会以降の研究所運営に関する全般的な経過について
の説明があった。殊に、科学研究費補助金の採択率が、平成 7 年度 44.1% (39.3%) 、平成 8 年度 45.5%
(33.3%) と全国平均 ( 括弧内数字 ) を上回る状況に改善されたことが報告された。
次いで、電子システム部門で実施された助手人事及び電子システム部門教授公募に関連した選考の途
中経過についての報告があった。

平成１５年度 ( ２００３年 ) 部門・分野と研
究課題

III-V 族多元素半導体バルク単結晶成長、中赤外光デバ
イスの開発、酸化物超伝導体及び MgB2 の単結晶成長と
成長機構の解明

光・電子科学部門
多元素物質創製分野
低次元構造機能分野

熊川征司教授（前列右）、早川泰弘助教授（前列左）、荒
船幸二助手（後列左）、小山忠信技官（後列右）
研究課題

福田安生教授（前列左）下村勝助手（後列左）、鈴木佳

微小重力環境下における半導体結晶成長の研究、高品質

子研究支援推進員（前列右）安間義和技官（後列右）
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極限フォトニックデバイス分野

研究課題
化合物半導体表面上での原子細線の形成とその評価、有
機分子を用いた低次元構造の構築と物性評価、化合物半
導体表面・界面の構造及び電子状態の研究、化合物半導
体低次元構造形成初期過程の研究

光・電子科学部門
光機能デザイン分野

天明二郎教授（左から２人目）、田中昭助教授（３人
目）、青木徹助手（４人目）、勝野廣宣技官（左端）
研究課題
自己組織化 InGaAs 量子ディスクの形成と光デバイス応
用、シリコンカーバイド（SiC）結晶の低温液相成長技

皆方誠教授（左上）、シャフィクル・イスラム助教授（右

術の開発、エネルギー分別型 X 線・ガンマ線イメージ

上）、米山賢史助手（左下）、粟野春之技官（右下）

ングデバイスの研究開発

研究課題
速度整合理論に基づく “ 超広帯域光変調器 "、ナノメー
タ分極反転制御と応用デバイス、MBE による高コヒー
レント光レーザの開発、ナノメータ蛍光発光デバイス

ナノデバイス分野

アクティブディスプレイ分野

田部道晴教授（左から２人目）、池田浩也助教授（右か
ら２人目）、石川靖彦助手（左端）、水野武志技官（左か
ら３人目）、ラトノ・ヌルヤディ学振研究員（右端）

中西洋一郎教授（右端）、喜多尾道火児助教授（左端）、

研究課題

小南裕子助手（左から２人目）、浦部和雄技官（右から

Si 量子ドットにおける単電子トンネル輸送、Si ナノ構

２人目）

造を用いたフィールドエミッタ -、Si 量子井戸デバイス、

研究課題

SOI 構造の熱凝集現象

次世代発光型フルカラー平面ディスプレイの研究、エレ
クトロルミネッセンスディスプレイ (ELD)、電界放射型
ディスプレイ（FED）用蛍光体、近紫外発光用 ZnO 薄
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膜エピタキシャル成長、遷移金属酸化物のエレクトロク

坂口浩司助教授（左上）、川井秀記助手（右上）、白鳥硬

ロミズム

次技官（左下）
研究課題
単一分子エレクトロニクス :1 個の分子の電気計測・構

画像電子システム部門

造構築技術と材料・素子の開発、１個の分子の光計測技

極限光計測分野

術と材料・素子の開発、有機超薄膜の高感度応答計測と
光機能素子の開発

知的インタフェイス分野

山口十六夫教授（左から２人目）、松本晃一助教授（左
端）、ヤン・ミストリック助手（右から２人目）、青山満
技官（右端）
研究題目
ULSI プロセス用薄膜の光学特性の分光工リプソメトリ
による評価、表面に周期的幾何学構造を持つ試料の分光
エリプソメトリー、フラーレンファミリーの結晶成長と
その特性評価
渡邊健蔵教授、村上健司助教授、小川覚美助手、中山政
勝技官
超高速分子光情報処理分野

研究課題
CMOS アナログ集積回路、高効率、低雑音スイッチン
ク電源、走査プローブ顕微鏡システムの表面計測への応
用

バイオセンシング分野

杉浦敏文教授（中央）、杉本光範助手（写真なし）、平田
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寿技官（右）、河原崎正志研究支援推進員（左）
研究課題
スマー卜心臓ベーシングシステムに関する研究、除細動
器における不整脈検知アルゴリズムに関する研究、マイ
クロ波ラジオメトリによる脳内温度分布無侵襲計測に関
する研究

未開拓光イメージング分野
微細加工室

三村秀典教授 ( 右 )、根尾陽一郎助手（左）
研究課題
真空ナノエレクトロニクスの研究、微小電子源の開発、
微小電子源を用いた光源（X 線―遠赤外）の開発

ガラス加工室

機能集積撮像システム分野

極低温実験室
右から、川人祥二教授、木下治久助教授、宮崎大輔助手
研究課題
機能集積イメージセンサ ( 川人 )、不可視情報の画像化
デバイス ( 川人 )、Mixed-Signa 集積回路（川人、宮崎）、
新方式スーパーマグネトロンプラズマ CVD 装置の開発
（木下）、導電性ダイヤモンド状炭素膜 CVD 及び同薄膜
をフィールドエミッタへ応用する研究（木下）

分子線エピタキシー装置
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トンネル顕微鏡（STM）装置
フェムト秒分子フォトニクス解析装置

有機金属化学気相堆積装置（MOCVD）

紫外－近赤外レーザー励起磁気共鳴計測システム

電子ビーム描画装置

その場計測分光エリプソメトリシステム

多機能分析走査電子顕微鏡装置

－ 89 －

個人評価と法人化前の情勢について

教育の発展に欠かせない重要事項であることから、電子
工学研究所では最初に第７代所長の水品静夫名誉教授が

第８代所長

熊

川

征

中心となり、第 1 回は平成７年 11 月に学外の 8 名の学

司

識経験者の出席の下に、研究活動、社会に対する役割、
平成 9 年 4 月から 15 年 3 月までの 6 年間、電子工学

国際交流、教育活動、将来構想に関する 5 項目で評価を

研究所の第８代所長として管理 ･ 運営を担ってきた。国

依頼し、研究所の取り組み等の貴重な提言を得た。平成

立大学の大学法人化移行が平成 16 年 4 月であるので、

8 年 2 月に『静岡大学電子工学研究所

学外評価報告書』

法人化前の非常に混沌とした時期でもあった。この間、

（平成 8 年 2 月発行）として公表している。第 2 回は、

国立大学附置研究所はその存在意義が問われ、特に、組

平成 8 年 11 月に第 1 回の外部評価委員会で電子工学研

織評価や個人評価などが重要視された。

究所の支柱研究課題の ｢イメージングとセンシング｣ の
深い基礎と広い応用研究の展開が望まれたことから、こ
れらの改善状況に評価重点がなされた。
『静岡大学電子

（Ⅰ） 自己評価又は個人評価の必要性に至る社会情勢

工学研究所

最初に、自己評価又は個人評価に関してその必要性に

学外評価報告書（第 2 報）』（平成 9 年

発

行）に纏められているが、国際的な共同研究の促進が強

ついての経緯を振り返ってみよう。

く求められた。

静岡大学の評価に関する取り組みは、
『静岡大学の将
来構想―２１世紀に向けて』
（平成 4 年 (1992 年 )2 月

筆者が第 8 代所長になった翌年に、大学審議会からの

静岡大学刊行）に見ることができる。大学制度問題検討

答申として、『21 世紀の大学像と今後の改革方策につい

委員会及び自己評価検討専門委員会が ｢静岡大学の自己

て

評価について｣ を答申している。そこでは、静岡大学の

10 月 26 日）が公表された。大学附置研究所に関する事

教育 ･ 研究の発展のためには、自己評価を制度として導

項は、「国際交流の推進」、｢多元的な評価システムの確

入する必要があること、点検項目の詳細と評価結果を社

立｣、｢地域社会や産業界との連携・交流の推進｣、「大学

会に公表すること、学外者による評価も謙虚に耳を傾け

院の教育研究の高度化 ･ 多様化」、「大学情報の積極的な

ることなどが記されている。

提供」などが改革の方策として記載されている。このよ

これを踏まえて、静岡大学は全部局（学部と研究所）

―競争的環境の中で個性が輝く大学―』（平成 10 年

うに、大学附置研究所の役割に関する事項が数多く示さ

を対象として、教育研究活動の点検作業が平成 5 年から

れたことと、前述の 2 回にわたる研究所外部評価での改

行なわれた。年度毎に点検の実施項目が異なっている

善指摘事項を踏まえて、第 3 回の外部評価を実施するこ

が、平成 8 年 3 月刊行の『静岡大学の教育と研究』では

とにした。
この時の外部評価では、「国内外の研究機関との共同

研究活動と教員組織に主眼が置かれた。教官の研究業績

研究の進捗状況」に焦点を絞り、次の４項目の評価基準

が教官あたり 5 点以内で掲載されている。
他方、静岡大学教官の研究教育活動を著したものとし

の意見を求めた。

ては既に、『教官総覧』が平成 4 年（1992 年）、第 2 号

1 つは、社会のニーズや科学的原理の実際への応用への

が平成 8 年 (1996 年 ) に刊行され、更に、平成 14 年 (2002

寄与度

年 )3 月には、第 3 号の『静岡大学教官総覧

2 つは、他の研究プロジェクトへの影響度

2001』( 静

岡大学編集発行 ) が出版された。掲載事項はかなり詳細

3 つは、財政面 ･ 研究者数の面から見た研究プログラム

に分類されているが、研究教育に関わる項目は担当授業

の効果性

科目、専門分野、主な研究事項、主な業績（著書・論

4 つは、グローバルな視点の有無

文）、受賞状況などとなっている。

である。国際的な見地からの評価が研究所の存在意義

電子工学研究所は、以上のような自己評価や個人評価

を明らかにする上で非常に重要であることから、評価

などが話題になる前から、研究所としての研究活動や貢

者として外国の著名大学の工学部長 ･ 研究所長に依頼

献、研究成果が広く社会に認識されるように、
『電子工

することにした。アメリカ合衆国ユタ大学ケネス・ロー

学研究所研究報告』を毎年 1 ～ 2 巻発行している。この

レ ン ス・ ド ゥ ブ リ ー ス 工 学 部 長 (Kenneth Lawrence

研究報告書は、昭和 40 年 (1965 年 )4 月 1 日に静岡大学

DeVries：Distinguished Professor & Associate、Dean

附置研究所として設置されたその年度から現在に至るま

of Engineering)、カナダ国ビクトリア大学 D・マイケル・

で続いており、研究論文の掲載に加えて教官個人の研究

ミラー工学部長 (D.Michael Miller：Professor and Dean

業績も掲載されている。

of the Faculty of Engineering)、 及 び イ ギ リ ス 国 ロ ン

学外の学識経験者による研究教育活動の評価が研究や

ドン大学インペリアル科学技術医学カレッジのブルー
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ス・A・ジョイス半導体材料研究所長 (Bruce A.Joyce：

● 評価に必要な資源の確保と評価体制の整備

Director of Semiconductor Materials IRC) の ３ 教 授 で

に重点を置いて改革を進める。又、その実施に当って

ある。

は、研究開発課題の評価、研究機関の評価、研究者の

評価に先がけて、電子工学研究所の活動状況を表し
た『Materials for External Evaluation』
（ 平 成 10 年
度

静岡大学電子工学研究所

外部評価資料集

180 頁

業績評価が、体系的かつ効率的に行われるようにす
る。
このため、以下のような事項を盛り込み、研究開発

1998 年 11 月発行）を評価依頼した各教授に送付した。

評価に関する大綱的指針を改定する。

本資料集は、当然なことながら、研究所の設置以来の組

(a) 評価における公正さと透明性の確保、評価結果の

織の変遷、現組織（教官 ･ 技官 ･ 事務職員）、在籍学部

資源配分への反映

学生 ･ 大学院生数、研究所公費 ･ 文部科学省科学研究費・

研究開発課題の評価は、その課題の性格に応じて行

外部資金などの受け入れ状況、研究所教官が主査の博士

う。評価は一律の基準で行うのではなく、研究課題、

号授与状況、などの総括的事項に続いて、研究所の 3 部

分野によって柔軟に対応する。とりわけ、政策目的に

門 12 研究分野の研究スタッフ ･ 研究課題 ･ 研究目的・

応じたプロジェクトや研究開発制度による課題につい

研究費 ･ 国内外研究機関との研究連携・過去 5 年間に公

ては、第三者を評価者とした外部評価により、事前評

表した研究成果、等の評価に不可欠なデータが英語表記

価においては社会的・経済的な意義・効果や目標の明

で纏められた。

確性などの評価を、中間及び事後評価においては実施

3 外国人教授の来日可能な日程から、平成 10 年 12 月
と平成 11 年 3 月に第 3 回目の外部評価を実施した。各
教授から A4 版の 6 ～ 8 頁の詳細な評価結果が示され

に当って設定した具体的目標に対する達成度の評価を
徹底する。
（中間部分省略）

た。幾つかの指摘もあったが、全般的には非常に好意

研究機関の評価は、機関の設置目的や研究目的・目

的な評価であった。評価結果は、英語原文と職業翻訳

標に即して、機関運営と研究開発の実施の面から行

家による日本語文、更に評価資料集を纏め、
『Report

う。機関運営評価は、機関長に与えられた裁量と資源

for External Evaluation (March,1999) 』
（ 平 成 10 年

の下で、目標の達成のためや研究環境の改善などのた

度

めにどのような運営を行ったかについて、効率性の

静岡大学電子工学研究所

外部評価報告書

198 頁

観点も踏まえつつ評価を行う。研究開発の実施の評価

1999 年 3 月発行）として公表した。
国立大学の各学部や附置研究所は文部省の指導もあ

は、機関が実施した研究開発課題の評価と所属する研

り外部評価を実施する数が増加するようになった。お

究者の業績などの評価の総体で評価を行う。研究機関

りしも、平成 13 年 3 月 30 日付けで日本における平成

の運営は機関長の裁量の下で行われるものであるの

13 年から 5 か年の『科学技術基本計画』が閣議決定さ

で、研究機関評価の結果は、運営責任者たる機関長の

れた。そこでは、日本における科学技術政策の理念とし

評価につなげる。

て、「新しい知の創造」、「知による活力の創出」、
「知に

研究者の業績評価は、研究機関が行うべきものと

よる豊かな社会の創生」が書かれている。第 2 章重要政

して、機関長か評価のためのルールを整備し、責任

策の ｢優れた成果の創出・活力のための科学技術システ

を持って実施する。その際、研究開発、社会への貢献

ム改革」の節では、研究開発システムの改革の１つとし

など関連する活動を評価できる多様な基準によって行

て「評価システムの改革」の項がある。この関連する部

い、基準の一つにおいて特段優れている場合にはこれ

分を抜粋引用させて頂く。尚、本資料（｢科学技術基本

を高く評価する。

計画｣）は文部科学省からの説明資料として平成 13 年 5

以上の評価を進めるに当って、評価の公正さ、透明

月 30 日に開催された文部科学省所轄ならびに国立大学

性を確保するため、客観性の高い評価指数や外部評価

附置研究所長会議で配布されたものである。

を積極的に活用するとともに、評価を行う者は、被評

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

価者に対し、評価手法・基準などの周知、評価内容の

④ 評価システムの改革

開示などを徹底する。

研究開発評価は、研究開発評価に関する大綱的指針
に従い実施されているが、競争的な研究開発環境の実

( 以下省略 )

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
以上の抜粋文に見られるように、大学附置研究所など

現と効果的・効率的な資源配分に向けて、

の研究機関やそこに所属する研究者は、与えられた責務

● 評価における公正さと透明性の確保、評価結果の

に対しての評価が不可欠であることが示されている。

資源配分への反映
－ 91 －

・これまでの研究成果

（Ⅱ）教官の詳細な個人情報に基づいた外部有識者によ

・アピールすべき点

る個人評価
平成 13 ～ 14 年頃から、国の科学技術などに関する施策

② （最初の数字は項目整理番号（通し数

や国立大学の法人化への移行の論議など、大学附置研究

個人データ

所を取り巻く社会情勢は益々厳しさを増してきた。電子

字にはなっていない））
（個人略歴 )

工学研究所は、過去 3 回の外部評価委員会からの提言も
あり、次の 3 項目を研究と教育に対する責任意識として

40

氏名

高めてきた。

50

Name

20

職階

即ち、

25（研究所所属の）部門・分野

（1）大学の附置研究所は、社会との繋がりの上でどう在

30

研究分野

（2）研究所で行われている研究が国内外社会からの要求

80

学歴

に合致しているのか。又、その研究成果が必要な形

90

学位

で十分に社会還元されているのか否か。

るべきか。その存在意義は何か。

( 学部卒以降 )

100

主な職歴

（3）大学附置研究所として、大学院の研究教育の中心

110

静岡大学在職年数

的な機能役割を担っているのか否か。次世代を担う

190

海外留学・研究

（研究・教育活動 )

若手研究者などの人材育成面での貢献は十分である
か。

1130

学位論文審査数（課程博士）

である。

1140

学位論文審査数（論文博士）

（表彰・特記事項 )

電子工学研究所の飛躍的な発展のためには、教官各自
の研究業績が外部の目で、時を待たずに再度評価する必

1230

学術関係での受賞（新しいものから過去へ）

要があると考えた。それ故、第 4 回の外部評価委員会を

2160

学会賞、学会表彰など

平成 14 年 12 月 13 日に開催し、対象とする外部評価項

1250

特記事項（新聞記事など）（1997 年以降）

（研究業績 )

目の柱を電子工学研究所教官の研究業績に置いた。この
時の外部評価委員会では、濱川圭弘氏（立命館大学

2010

前

原著論文数（1997 年以降）

副総長）に評価委員長をお願いし、2 名の国立大学附置

国際論文誌

研究所長、４名の民間企業社長及び研究所長の有識者 7

2011

名で構成している。電子工学研究所教官全員（11 教授、

新しいものから過去へ）

9 助教授、10 助手）の次に示す項目の該当部分に記載し

2030

著書数（1997 年以降）

たものを各個人の評価資料とした。個人評価は非常に重

2031

著書リスト（2002 年 9 月～ 1997 年 4 月）

要であるので、敢えて調査項目を詳細に示す。

2050

総説、解説などの数（1997 年以降）

2051

総 説、 解 説 な ど の リ ス ト（2002 年 9 月 ～

○

原著論文リスト（2002 年 9 月～ 1997 年 4 月；

1997 年 4 月）

個人評価のための研究業績項目

2060

各教官の研究業績評価には、研究教育歴なども含めた

大学紀要、学内研究報告書などの数（1997

かなり詳細な個人データを必要とする。これに加えて、

年以降）

各教官の研究背景を分かり易くするために、Ａ４サイズ

2061

大 学 紀 要、 学 内 研 究 報 告 書 な ど の リ ス ト

（1997 年以降）

1 ページに纏めたものも評価資料とした。それ故、個人
評価の個人情報は 2 部データ構成となっている。
個人データ

国内論文誌

2070

Proceedings 数（1997 年以降）

2071

Proceedings リ ス ト（2002 年 9 月 ～ 1997 年

4 月；新しいものから過去へ）

①

・教官整理番号

2080

翻訳などの数（1997 年以降）

・教官氏名・職階

2110

特許申請・取得数（全て )

（共同研究プロジェクト )

・研究所の所属部門分野

2500

・博士の学位（取得大学・取得年月 )

共同研究プロジェクト（1997 年以降）

（学会活動 )

・学位論文名

2115

・現在の研究分野又は専門

－ 92 －

学会・研究集会の会員及び役員など

2120

学会・研究集会発表数（1997 年以降）

関しては、濱川圭弘評価委員長の評価結果で代表させて

2121

外国での学会・研究集会リスト（2002 年 9

頂く。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

月～ 1997 年 4 月；新しいものから過去へ）
2122

当研究所は、1924 年の高柳健次郎教授のテレビジョ

国内での学会・研究集会発表リスト（2002

年 9 月～ 1997 年 4 月；新しいものから過去へ）

ン研究室にその端初を発する、画像情報工分野におけ

2130

る多くの先駆的業績を挙げてこられた研究所である。

学会・研究集会での招待発表リスト（2002

この 10 年間、特に光エレクトロニクス分野の急速

年 9 月～ 1997 年 4 月；新しいものから過去へ）
2140

な進歩と大きな応用分野の拡がりに伴ない、研究所組

学会・研究集会の開催役割（2002 年 9 月～

1997 年 4 月；新しいものから過去へ）

織も 6 分野体制から 9 分野体制に拡張され、さらに本

2141

年度からこれを ｢光・電子科学部門｣ と ｢画像電子シ

学会・研究集会での座長や世話人（2002 年 9

月～ 1997 年 4 月；新しいものから過去へ）

ステム部門｣ に分けて、時代の変化とニーズの拡がり

2160

に応じた改編がなされてきました。

学会誌の編集や査読（新しいものから過去

一方、産学官連携についても、当研究所は、地域の

へ）

産業、学内の他学部、九州大学や東北大学などの国立

（外部導入資金）
2180

大学との共同研究プロジェクトを積極的に進められ、

科研費（1997 年度以降；新しいものから過

研究推進のシーズの連係ならびに応用分野からのニー

去へ）
2190

ズへの対応にも円滑な運用をなされてきたように思い

その他の公的資金取得（1997 年度以降；新

ます。

しいものから過去へ）
2191

ノーベル賞に輝いたカミオカンデのニュートリノセ

共同研究・受託研究（1997 年度以降；新し

ンサーならびにその計測システムの構築にも、当研究

いものから過去へ）

所と古くから連係されてきたそのメーカーの産業協力

（管理運営）
3060

態勢と、その伝統的開発精神が少なからず関連した成

委員会委員（1997 年度以降；新しいものか

ら過去へ。委員名のみ記載のこと）

果と存じ、ニュートリノ天文学の誕生に拍手を贈りた

3070

いと存じます

答申、報告書などの作成・取りまとめ業務

（社会貢献）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

4060

講演会（企画、講師など）

4070

国際協力

の判定基準に従った個人評価」は、表として纏められて

4110

産業支援

いるが、どのような形式で示されたのかを教授 (1) と教

4150

パンフレット作成（全学、所内）

授 (2) の 2 例の場合で記す。

4190

その他特記事項（全学、所内）

次に、「(2) 電子工学研究所教官の先に示した研究業績

最後に、「(3) 個人評価を基にした評価コメント」は、
各評価委員が数行の範囲で電子工学研究所教官の業績を

これらの多項目にわたる評価の各教官に対する判定基

種々の観点から評価し、記述されている。評価結果を例

準は、次のようにお願いした。｢研究業績｣ に関しては

として記載すべきであるが、個人の研究内容に深く関

「A: 優」、「B: 良」
、「C: 可」の 3 段階に加え、更に良い場

わった文で示されているので、例示を省略する。各個人

合には「＋」記号を、やや悪いであれば「－」記号を優

の優れている点や今後改善や努力すべき点などが述べら

良可に添え字する。｢研究テーマ｣ と ｢外部導入資金｣

れているので、今後の研究推進に対して非常に有用な意

の２項目は合わせて、「3: 優」、｢2: 良｣、
「1: 可」を、｢教

見として受け止めている。尚、ここに示した評価結果

育｣、｢管理運営｣、｢社会活動｣ の３項目には総合的に ｢

は、『平成１４年度

α : 優｣、「β : 良 ]、｢γ : 可｣ で判定する。

学研究所

それ故、評価委員の各先生方にお願いしたことは、

している。

(1)

電子工学研究所組織全体に対する評価

(2)

電子工学研究所教官の先に示した研究業績の判定

（Ⅲ） 国立大学法人化と評価との関わり

基準に従った個人評価
(3)

外部評価報告書』（静岡大学電子工

平成 15 年（2003 年）3 月、223 頁）で公表

国立大学が法人化に向かう議論の推移を辿りながら、

個人評価を基にした評価コメント

評価との関わりを眺めてみる。孫引きになるが、後述

である。

の（＊）印参考資料中の ｢国立大学の法人化の問題の

最初に、「(1) 電子工学研究所組織全体に対する評価」に

主な経緯｣ の章で記述されているように、平成 9 年 12

－ 93 －

委員 (1)

委員 (2)

委員 (3)

評価①

評価②

評価③

評価①

評価②

評価③

評価①

評価②

評価③

教授 (1)

Ａ＋

3

α

Ａ＋

3

α

Ａ＋

3

α

教授 (2)

Ｂ＋

2

β

Ａ

3

α

Ａ

3

β

委員 (4)

委員 (5)

委員 (6)

委員 (7)

評価① 評価② 評価③ 評価① 評価② 評価③ 評価① 評価② 評価③ 評価① 評価② 評価③
教授 (1)

Ａ＋

3

α

教授 (2)

Ａ

3

α

評価なし
Ａ

2

β

Ａ

3

α

Ａ

3

α

評価なし
Ａ-

3-

α

月に行政改革会議が纏めた ｢最終報告｣ の中に、「国立

・大学の教育研究活動について、厳正で客観的に評価す

大学については、・・・・・独立行政法人化は、大学改

る第三者評価の仕組みを導入

革方策の一つの選択肢となり得る可能性を有している

・国際的な活動実績等を有する幅広い分野の有識者から

が、・・・・」がある。その後、国立大学協会や国立大

構成する国立大学評価委員会 ( 仮称 ) が総合的に評価

学長会議などの関連する委員会などで、この問題が検討

・教育研究に関する事項は、大学評価・学位授与機構に

されてきた。

よる専門的な評価の結果を活用
・評価結果を各大学における教育研究等の改善、次期以

これを受けて、文部科学省は『大学（国立大学）の構
造改革の方針

降の中期目標・中期計画の内容や運営費交付金等の算定

―活力に富み国際競争力のある国公私立

大学の一環としてー』（所謂、「遠山プラン」と言われて

に反映

いるもの）を平成 13 年 6 月 11 日に公表した。その骨子

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

は、

更に、平成 13 年 6 月 21 日に閣議決定されたのが、経済

(1)

国立大学の再編・統合の大胆な推進（スクラップ・

財政諮問会議が纏めた『今後の経済財政運営及び経済社

アンド・ビルドで活性化 )

会の構造改革に関する基本方針』（｢骨太の方針｣）であ

(2)

る。この基本方針の抜粋文が以下である。

国立大学に民間的発想の経営手法の導入（新しい

｢国立大学法人｣ に早期移行）
(3)

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

国際競争力のある大学づくりを目指し、民営化を含

大学に第三者評価による競争原理の導入（国公私

｢トップ 30｣ を世界最高水準に育成）

め、国立大学に民間的発想の経営手法を導入する。（｢民

の 3 点である。

営化・規制改革プログラム｣ 関係）
特に国立大学については、法人化して、自主性を高

これに先立つこと 2 ケ月程前の平成 13 年 4 月 1 日に、

めるとともに、大学運営に外部専門家の参加を得、民営

国立大学等の独立行政法人化に関する調査検討会議の設
置が文部科学省高等教育局長により決定された。会議委

化を含め民間的発想の経営手法を導入し国際競争力のあ

員は、国公私立大学、経済界、言論界などの関係者から

る大学を目指す。（｢人材大国の確立｣ 関係）

構成されている。平成 12 年 7 月以降、下部委員会が延

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

べ 50 数回開かれ、最終報告書として、217 頁の（＊）
『新

以上のように、国立大学の独立法人化に向けての枠組

しい ｢国立大学法人｣ 像について』（国立大学等の独立

みが固まりつつあった。そこで、静岡大学も平成 14 年

行政法人化に関する調査検討会議

平成 14 年 3 月 26 日）

が公表された。

（2002 年 )5 月 9 日の評議会に於いて、新しく生れ変る大
学法人・静岡大学のグランドデザイン ｢21 世紀社会に

評価に関しては、公表資料の「セクションⅣ（目標・

貢献する “ 知のフロンティア ” の形成｣ が佐藤博明学長

評価）の視点 2」に、次の文言が記されている。

から示され、静岡大学の当面の諸課題についての検討を

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

開始した。

第三者評価による教育研究の質の向上と競争的環境の醸
成

法人化後の大学の役割遂行には、根幹である理念が重
要である。「教育」・「研究」・「地域貢献」を 3 本柱に位

( 具体的には )

置付け、それぞれの理念は、高い専門性を持った教養人
－ 94 －

の育成、21 世紀の課題に応える創造性豊かな国際水準

である。更に、附置研究所の見直しに関しては、次の事

の研究、地域社会の発展を支える知と文化の発信拠点、

柄を総合判断することが重要であると書かれている。

である。具体的に示すと、①教育に関しては、育成すべ

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

き学生像の明確化、教育目標の立案・実施・評価、入試

ア . 目的の重要性
目的が学術研究上重要であり、重点的に発展させるべ

方法の見直しと体制整備、学生支援、共通教育の充実・
連携講義、ＩＴ教育システムの開発・活用。カリキュラ

き分野に関わるものであることが必要である。その意味

ム改革、留学生の受け入れ・研修の充実、②研究は、研

で、第三者評価に基づく適切な組織の見直しが行われ

究マネジメント機能の強化、学部横断的・先端融合領域

ていることが重要である。具体的には、過去 10 年以上

の研究連携、研究成果の発信・公開・広報・出版・デー

まったく組織の見直しが行われていないような附置研究

タベースの構築、国際シンポ・フォーラムの展開、③地

所については問題があろう。

域貢献は、産学官連携、連携体制の整備と外部資金の大

イ . 活動の全国的な意味

幅増、社会人の再教育・キャリアアップ・サテライトキャ

全国共同利用の形態はとっていないが、全国的に意味

ンパス、地域社会の課題に応える研究、心の相談室・

のある研究活動を行っていることが必要である。｢全国
的に意味がある」かどうかを一般的な指標で測ることは

リーガルクリニック、などが具体的な活動になる。
いずれの項目に対しても評価を必要とし、( ⅰ ) 自己

難しいが、全国の関連研究者の知の集積の場と考えれ

点検・評価、( ⅱ ) 外部・第三者評価・総合評価、( ⅲ )

ば、全国共同利用の研究所と同様、共同研究や国際共同

評価結果のフィードバック・改革サイクルの確立、が求

研究の実施状況や情報データの蓄積及び提供の状況、さ

められる。

らには、研究体制の流動性の観点から、教官の任期制が

法人化移行に対しての検討事項は組織業務、人事制

導入されていることなどが重要である。また、自然科学

度、目標評価、財務会計制度など多岐にわたっており、

系の研究所にあっては、産学連携、外部資金など研究成

静岡大学としての平成 14 年度からの国立大学法人化準

果の社会的な還元の状況も要素となる。

備工程表が示された。評議会委員がグループ毎に分担

ウ . ＣＯＥ性

し、各項目の素案について審議を重ねた。大枠は、文部

研究活動の状況が国際的な水準にあり、わが国の研究

科学省から示されているので、細部の部分では参考にさ

機関としてＣＯＥ性を有していることが必要である。具

れていると思われる。

体的には、学術審議会建議で示されている条件を満たす
ことが重要であるが、科学研究費補助金の採択状況、論

（Ⅳ） 後書き

文掲載・引用数、著名な外国人研究者の招聘、学術国際

冒頭にも少し触れているが、平成 12 ～ 13 年頃から附

交流への取り組み状況などの要素をもとに、総合的に判

置研究所の見直しと存在意義が問われ始めた。文部科学

断する必要がある。

省への電子工学研究所の概算要求に対しても種々の観点

エ . 組織性

からこれに関わる質問を受けた。後に、『新たな国立大

研究機関として、継続的に機能を発揮するに十分な一

学法人制度における附置研究所及び研究施設の在り方

定の人的規模を有することが必要である。附置研究所

について ( 中間報告 )』（平成 15 年（2003 年）1 月 15 日

が、全国的な機能を有しつつ、研究者個人の成果を有機

科学技術・学術審議会）が公表され、その基本的な考え

的に結合し、最大限の効果を発揮して、新たな分野領域

方の詳細が明らかになった。この中間報告書の関わりの

の開拓を目指すとともに、学部及び研究科と同様に学内

深い文面を引用すると、附置研究所の役割・機能につい

においても基本的な組織として位置付けられ、大学の運

ては、

営にも参画するなど諸般の要因を考えれば、当然、学部

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

及び研究科に準ずる程度の教官規模が求められることに

附置研究所は、大学の置かれる機関ではあるが、重要

なる。必要規模としては学問分野やその研究所の目的・

性の高い目的の達成のために、限られた大学に設置され

使命により異なるものの、学部や研究科の規模や、基本

てきているという経緯を踏まえれば、その分野における

的組織としての位置付け等を考慮すれば、30 人程度が

ＣＯＥ（卓越した研究拠点）であることが強く期待され

その目安となろう。

ているものであり、国立大学の法人化後も当該分野を

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

リードする我が国の中核的研究拠点にふさわしい機能と

電子工学研究所は、上の中間報告書に示されたよう

組織の在り方が求められている。

に、附置研究所としての存在意義に関わる重要な要素に

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

対しては、筆者が所長として在任した最終年の平成 15
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年 3 月末の時点において、ほとんど全てが実施された。

して帰国することができました。時に、1985 年 4 月の

即ち、大きくは、

ことでした。
当時の回路部門は、山本達夫先生と渡辺健蔵助教授に

①研究部門の改組
12 研究部門を 3 大研究部門に改組（平成元年 4 月）

より運営され、他に技官が二人おられました。回路部門

3 大研究部門を 2 大研究部門に改組（平成 14 年 4 月）

と言っても、山本先生は半導体を利用した雰囲気センサ
の研究に取り組んでおられ、渡辺先生が電子回路に関す

②第三者評価（外部評価）
第 1 回外部評価（平成 7 年 11 月）

る研究をされておられました。当時の山本研究室の研究

評価者：国立大学などの研究所長・民間企業の社長

テーマは、

など 8 名

（１）トンネル MIS を利用した水素センサ

第 2 回外部評価（平成 8 年 11 月）

（２）金属酸化物半導体を利用した湿度センサ

評価者：国立大学などの研究所長・民間企業の社長

（３）高分子膜を利用した容量型湿度センサ

など 9 名

（４）ISFET の作製と pH センサへの応用

第 3 回外部評価（平成 10 年 12 月及び平成 11 年 3 月）

（５）位置敏感光検出器の開発

評価者：米国、カナダ国、英国の大学工学部長・研

でした。、
トンネル MIS は、シリコン半導体の自然酸化膜の薄

究所長など 3 名
第 4 回外部評価（平成 14 年 12 月）

さに起因したトンネル現象を利用して、上部に形成した

評価者：国・私立大学の副総長・研究所長・民間企

パラジウム電極を通過する水素を検出しようとするもの

業の社長・研究所長など 7 名

でした。酸化スズや酸化チタンなどの金属酸化物半導体

③教官の任期制導入（平成 14 年 4 月）

の導電性が水分の吸着により変化することを利用した湿
度センサにおいては、当時課題となっていた水分の脱離

任期：教授 8 年、助教授 7 年、助手 6 年

の問題を、交流インピーダンス法を用いて解析し、セン

④研究所の組織定員（平成 15 年 3 月時点）
教官定員：32 名

サを構成する焼結体の粒界に侵入した水分の挙動が重要

外国人客員教官定員：1 名

な役割を果たしていることを明らかにし、この方式の湿

研究実績の高い外国人教授や研究員を毎年 1 ～ 3 名

度センサの限界を示した。そこで、水分の吸脱着特性に

を招聘

優れた高分子であるポリイミドを媒質として用いた容量

技術職定員：12 名

型湿度センサを提唱し、加熱によるリフレッシュを必要

事務職定員：6 名

としない湿度センサを実現し、特許を取得した。後に気

などである。このように、附置研究所の在り方に合致す

象庁がこの方式を採用し、気象観測用ゾンデに搭載され

るように見直しを進めてきた。更に、国の施策や外部有

た。

識者による評価や提言を踏まえて、研究・教育活動や社

その後雰囲気センサの範囲を広げ、通常のシリコン電

会貢献の向上に向けての努力を惜しまなかったことは言

界効果トランジスタ（FET）のゲート金属をイオン感

うまでも無い。（終）

応膜に置き換え、溶液中のイオン濃度によりゲート電圧
を制御する ISFET の作製にも取り組んだ。実際には、
溶液中の水素イオン濃度を測定するために、イオン感応

山本達夫先生と渡辺健蔵先生の想い出

膜として窒化シリコン膜を利用した pH センサを実現し
た。ここでは、センサの感度及び安定性を向上させるた

学術院工学領域教授

村

上

健

司

めに、水素イオン濃度に不感のゲートを持った FET と
の作動型構造を提唱した。当時、FET を作成するため

1984 年夏、静岡大学電子工学研究所の山本達夫教授

に、プラズマ CVD を利用していたため、特殊材料ガス

（当時）と大阪大学産業科学研究所の中村勝吾教授（当

の作業主任者の資格を取得したり、装置の維持管理にい

時）が、オーストラリアのとあるホテルで偶然出会い、

ろいろと苦労したことが思い出される。少し趣の異なっ

食事を共にされました。当時、山本先生は、電子工学研

たセンサとして光検出器の開発にも携わり、シリコン光

究所回路部門の助手を探しておられ、中村先生は、前年

検出器の上部電極をストライプ状の離散的なものに置き

に学位を取得した卒業生から就職先を執拗に迫られてい

換えて、光照射の位置を読み取る方式を提唱した。

ました。この偶然の出会いにより、私は米国ペンシルバ

私が山本先生の指導の下に研究を行った期間は 4 年間

ニア州立大学材料工学科の助手から、回路部門の助手と

ほどであったが、とにかくアイデアの抱負な先生であっ
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たため、多くの体験をさせていただいた。いまさらなが

機関、県、地元３市２町の代表者および実務者で構

ら、先生の日頃の情報収集の心構えに感心している。

想の検討を行ってきた。この間、静岡大学と浜松医
科大学を中心に研究シーズを再検討するとともに、

山本先生が退職されてすぐに、研究所の改組があり、
それまでの 9 部門体制から 3 大部門体制となり、各部門

地域ポテンシャルや地域産業の将来像を分析、協議

に 4 分野が新設された。回路部門は、電子システム部門

する中で「超視覚イメージング技術」を中心研究課

の制御システム分野に継承され、渡辺健蔵先生が教授と

題に据え、産学官連携による知的クラスター形成に

して引き継がれた。

向けた地域の取り組み内容が固まった。

渡辺先生は、私が回路部門に着任した少し前に海外研

ご存知のように、ここ浜松地域では、従来から静岡

修から帰国され、研修中に習得されたスイッチドキャパ

大学や浜松医科大学をはじめとする学術研究機関と

シタを利用した電子回路の研究をされており、制御シス

高度な技術を有する研究開発型企業、静岡県浜松工

テム分野においても継続された。主な研究テーマは、ア

業技術センタ（現浜松工業技術支援センター）等の

ナログとデジタルの間での信号変換ならびに、AC から

公設試験研究機関が新技術や新製品開発等に向け積

DC、DC から AC へ変換する電源の開発であった。渡

極的に産学官連携に取り組んでいる。さらに行政機

辺先生もアイデアの豊富な方であり、実用化が工学の宿

関や浜松商工会議所、（財）浜松地域テクノポリス

命との信念を実現するために、退職後に起業され幾つか

推進機構等、産業支援機関との密接な連携体制が構

の製品を世に出された。

築できている利点を活かし、静岡県、浜松市、静岡

残念ながら、渡辺先生は平成 24 年に、山本先生は本

大学、浜松医科大学などが中心になって、この文部

年、平成 27 年にご逝去され、今となっては、先生方か

科学省の知的クラスター創成事業予算の獲得に手を

ら直接アドバイスを受けることは不可能になってしまい

上げた。幾回かの折衝を経て、下記に示す全国 18

ましたが、先生方の教育や研究への思いを少しでも今の

地域（16 クラスター）の一つに選ばれ、平成１４

学生に伝えたいと思います。

年７月から第Ⅰ期事業としてオプトロニクスクラス
ター創成を目的に、「次世代の産業・医療を支える

最後に、山本先生、渡辺先生のご冥福をお祈りしたい

超視覚イメージング技術の研究と産業への展開」を

と思います。

基本コンセプトに、今後の快適な社会生活を支える
幾つかのイメージングデバイスやイメージングシス

産学連携と大学の役割
―知的クラスターの運営を通して―

テムを開発、事業化を進めてきた。
• 札幌（札幌 IT カロッツェリクラスター）
• 仙台（仙台サイバーフォレストクラスター）

名誉教授

安

藤

隆

男

• 富山・高岡（とやま医業バイオクラスター）
• 長野・上田（長野・上田スマートクラスター）

１. 知的クラスター創成事業の誕生と狙い
わが国がより一層の経済発展を遂げるには地域経

• 金沢（石川ハイテク・センシング・クラスター）
• 岐阜・大垣（岐阜・大垣ロボティック先端医療クラス

済の活性化が不可欠であるとの考えに基づく様々な

ター）

政府施策の中で、文部科学省は平成１４年に地域の

• 愛知・名古屋（名古屋ナノものづくりクラスター）

イニシアティブのもと地域独自の研究開発テーマと

• 京都（京都ナノクラスター）

知的創造のポテンシャルを有する大学、公的研究機

• 関西文化学術研究都市（けいはんなヒューマン・エル

関等を核に、研究開発型企業等と共同して国際的競

キューブクラスター）

争力のある技術革新とそれに伴う新産業創出を担う

• 関西広域「大阪北部（彩都）
」（大阪北部（彩都）バイ

知的集積拠点「知的クラスター」の創成を図り、将

オメディカルクラスター）

来の「日本版シリコンバレー」の形成を目指す事業

「神戸」（神戸トランスレーショナルサーチクラスター）

を開始した。したがって、この事業は優れた大学等

• 廣島（廣島バイオクラスター）

の技術シーズを、地域を挙げて地域の産業に結びつ

• 宇部（やまぐち・うべ・メディカル・イノベーション・

け、地域経済の活性化とそれに伴う地域の持続的発

クラスター）

展につなげる使命を持っているといえよう。

• 高松（高松希少糖バイオクラスター）

平成 13 年 8 月に「浜松地域知的クラスター構想
策定委員会」が設置され、序元 4 大学、6 産業支援

• 徳島（徳島健康・医療クラスター）
• 九州広域「福岡」（福岡システムＬＳＩ設計開発クラ
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浜松医科大学光量子医学研究センターは、光の生体に

スター）

及ぼす影響に対する研究、新たな光技術を利用した測定

「北九州学術研究都市」（北九州ヒューマンテクノクラス

器や診断検査装置の研究開発など、光技術を医学に応用

ター）

する最先端の研究に取り組み、光医学の先端研究拠点と
して名高い。

２. 静岡大学（電子工学研究所）と浜松医科大学（光量

今回の知的クラスター創成事業では、イメージングを

子医学研究センター）が中核研究機関へ
静岡大学電子工学研究所は、世界に先駆けて電子式テ

中心としたオプトロニクス分野でこのような優れた業績

レビジョンを開発した高柳健次郎先生の功績を顕彰して

を有する静岡大学（電子工学研究所）と浜松医科大学

開設されて以来、電子材料・電子デバイス・電子システ

（光量子医学研究センター）を、この知的クラスター創

ムに関する研究、光と物質の相互作用についての基礎研

成事業の中核研究機関と位置付け、多くの先生方にこの

究とその応用に関する基盤技術の開発など、日本有数の

事業にご参画を願い、関連する研究課題の遂行と共同研

画像科学、イメージング技術の研究拠点として多くの業

究企業と一緒になって事業化にご尽力いただいた。

績がある。

３. 研究開発テーマと成果
第Ⅰ期知的クラスター創成事業として取り組んだ研究開発テーマは以下の通りである。
１）機能集積イメージングデバイス開発：
研究開発テーマ

研究代表者

広ダイナミックレンジイメージセンサ開発

静岡大学電子工学研究所

教授

川人祥二

車載用高機能イメージセンサ開発

静岡大学電子工学研究所

教授

川人祥二

静岡大学情報学部

教授

竹林洋一

２）医療用イメージングシステム開発
研究開発テーマ
共焦点法を含む新型走査顕微鏡システム開発

研究代表者
浜松医科大学光量子医学研究センター
静岡大学情報学部

高機能内視鏡と手術ナビゲーションシステム開発

教授

寺川

中谷広正

浜松医科大学光量子医学研究センター
（准教授

高忠実度色再現イメージングシステム開発

教授

静岡大学工学部

教授

山本清二）

下平美文

３）Ｘ線・ガンマ線固体イメージングデバイス開発
研究開発テーマ

研究代表者
静岡大学イノベーション共同研究センター

Ｘ線・ガンマ線固体イメージングデバイス開発

客員教授

畑中義式

静岡大学電子工学研究所 ( 准教授 青木 徹 )
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進

地元経済の活性化を目的とした事業の性格上、大学の研

る。したがって、imaging の ing の中身が研究（勝負の）

究シーズを企業と共同で事業化に結びつける狙いから、

対象になる。

どの地域とも地元企業で研究開発から事業化までの事業

ｄ）よい人材の発掘と育成

展開に精通した人材を事業総括にすえ、積極的に事業推

よい結果を得る最善の道は、良い人材をどれだけ集

進にあたった。今回、浜松地域で取り組む事業領域の中

め、育成できるかによる。幸い浜松地域は、わが国のテ

心が前述したように超視覚イメージング技術と産業への

レビジョン発祥の地として知られ、イメージングデバイ

展開に重点を置いた関係から、企業ならびに静岡大学で

スの基礎研究やその応用など画像科学の研究開発拠点と

の在職中この分野にいくらか関係した経験がこの事業の

して常に最先端を行っている。さらに、近年、光技術を

推進に役立ちそうだということだったと考えますが、大

医学診断や治療に応用する研究に取り組むなど、光技術

学での研究開発の進捗管理・推進する立場の研究統括を

の人材供給や育成の環境は整いつつあるが、さらに、国

務めることになった。

内外から優れた多くの光関連研究者を当地域に誘引でき

電子工学研究所所属の先生が関係する研究開発の成
果としては、ダイナミックレンジ 160dB を可能にした

る国際優位性のある魅力的な研究・教育拠点に育ってい
くことが重要で、この点を切望している。

広ダイナミックレンジ CMOS イメージセンサ（図１参

２１世紀はアジアの時代といわれているが、第Ⅰ期事

照）、被写体からの光パルスの遅れ時間に依存した電荷

業では産学連携の国際展開が十分とはいえない反省もあ

検出を各画素でおこなうＴＯＦ（Time of Flight）方式

る。先ず、アジアの大学から優れた学生を集め、日本語

の距離画像センサ ( 図２参照 )、高速度 CMOS イメージ

とＩＴ，光技術などを学んだうえで地元企業に就職して

センサ（図３参照）とエネルギー識別機能を持つ CdTe

日本との連携を深めてもらう仕組みづくりも必要であ

放射線フォトンカウンティングイメージングシステムの

る。

開発（図４参照）などがある。これらが製品として皆様
の目に触れる日が遠からずやって来ることを期待した

５. 今後について
平成２０年１１月に文部科学省ならびに経済産業省か

い。

ら発表された「産学官連携拠点の形成支援」策の中身を
―成功への道―

見ると、平成２１年度の概算要求で、次の２種類、１）

この事業を知的クラスター本部の立場で遂行した体験

地域中核産学官連携拠点、２）グローバル産学官連携拠

から、産学連携が良い結果に結びつくのに必要ないくつ

点、を選定し、持続的・発展的にイノベーションを創出

かのポイントを列挙してみたい。

するイノベーション・エコ・システムの構築を図るとし

a) 研究開発テーマの目標の共有化

ている。その中で拠点が備えるべき機能として、産学協

４. 大学の産学連携

多くの大学の研究者はこれまでプロジェクト研究に不

働の場の中核となる大学等、産学連携による研究者から

慣れで、事業の進め方に当初、戸惑いが多かった。大学

企業家まで幅広い人材の育成活動、産学連携による基礎

には基礎的研究の使命があり、その立場も尊重しつつ研

から応用までの幅広い研究開発活動など、大学に関連の

究シーズを事業化にもっていくために必要な進捗管理な

ある事項が並べられ、地域大学の活動に大きな期待が寄

どを理解していただき、研究者との間で信頼関係を築い

せられている。静岡大学もこのような国からの要請に十

ていくことが大切である。

分応え得る能力を常に備えておく責任があろう。
大学は現在、外部資金獲得の手段として企業と連携

b) 研究開発テーマの出口の製品イメージ、市場イメー
ジの明確化

し、基礎研究の応用領域に活路を見出す必要にも迫られ

プロジェクト研究であるから当然であるが、概して大

ている。これも社会貢献、成果の社会への還元として重

学の研究者は途中の過程に興味が向かいがちである。市

要なことであるが、これだけで終わるのではなく、将来

場を意識した製品イメージを確立することが重要で、共

を見越した科学技術の本筋を追求する学問としての研究

同研究であっても早期に仕事を民間主導に持ち込めるか

を疎かにして欲しくない。バランスの取れた研究スタイ

が成功の鍵となる。

ルを心掛けていただくことを切望する。
第Ⅰ期の知的クラスター創成事業に引き続き、浜松地

ｃ）“ing” の中身で勝負
今回の産学連携の中心課題に次世代のイメージング技

域は第Ⅱ期の知的クラスター創成事業にも選定され、現

術を取り上げた。画像の取得は、今日、報道関係を除く

在、5 年間の実施期間の 2 年目に入っている。第Ⅱ期の

と生の情報をそのまま利用することは少なく多くの場

事業は、事業領域を東三河地区まで広げ、これに伴い、

合、使用目的に合致する処理を受けることが必須であ

豊橋技術科学大学を研究開発の中核機関として追加し
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た。この事業では「オプトロニクス技術の高度化による

会、ナノバイオ・ナノエレクトロニクス研究会、光情報

安全・安心・快適で持続可能なイノベーション社会の構

処理研究会、イメージセンシング研究会の４つの分科会

築」を基本理念に、①高機能・高性能イメージングデバ

に分かれて成果の早期事業化を目指して活動を進めてい

イス開発」、②人間活動の支援環境の構築、③超高精度

る。これら分科会には必要に応じて大学の先生方にもご

ものづくり支援・観察システム、④浜松イノベーション・

参加をお願いしている。
電子工学研究所からは第Ⅰ事業に引き続いて川人先

マネジメントシステムの開発の４つの研究課題を 16 の
テーマで推進している。平成２１年度は中間評価の時期

生、青木先生の他に、新たに猪川先生、原

先生を研究

を向かえ、秋には全ての研究開発テーマについて成果物

代表者にご参加いただき、フォトン感度を持つ単電子デ

の展示とこれまでの成果報告会を大々的に行う予定にし

バイス開発とナノ構造埋め込み型蛍光体と紫外光源の開

ている。この他に研究開発成果の地域企業への波及や

発をお願いしている。この事業を通して静岡県西部が東

企業間連携による連鎖的な新事業の創出を図るために、

三河地域を含め光産業の集積拠点として世界から認めら

テーマ内容に関心をもつ地域企業の皆様と「オプトロニ

れる日が一日でも速くやってくることを願っている。

クス技術事業化研究会」を組織し、画像応用計測研究

図１．160dB の広い照度範囲をカバーする広ダイナミックレンジ CMOS イメージセンサチップ写真と暗いトンネル内
部からトンネルの先にみえる明るい光景を撮影した映像。

図２．TOF 距離画像センサのチップ写真と撮影された距離画像の一例（手前の物体を赤色に、遠方の物体を緑色、青
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図３．高速に変化する物体にも追従して撮影できる高速度カメラ用センサチップ写真と水風船の割れる瞬間映像

図４．６４画素の CdTe 一次元アレイを組み込んだＸ線イメージセンシングシステム
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安藤隆男

先生

世界であったが、アカデミックな立場からテレビジョン
学会（映像情報メディア学会）を中心とした学会活動
名誉教授

畑

中

義

式

を通して、テレビジョン技術開発の指導的役割を果た
した。安藤先生の著書に「固体撮像デバイス」 テレビ

電子工学研究所の真空管研究部門から画像電子装置部
門に部門名が変更され、撮像管から固体撮像デバイスの

ジョン画像情報ハンドブックの中の「撮像・画像入力シ
ステムの概要」等がある。

方向に舵をきる象徴的な人材として、西田教授は当時日

大学の管理運営面では、平成６年から 10 年まで電子

本電気（NEC）で CCD の開発を行ってきた安藤先生を

科学研究科の科長を担当した。当時、電子科学研究科を

昭和 50 年 4 月に助教授として着任させた。

潰して理工学研究科一本にしようとする動きがあった

安藤先生は昭和 32 年静岡大学工学部電気工学科を卒

が、当時の事務局長を通して文科省の意向を探り、電子

業し、日本電気（NEC）に入社し画像入力装置の研究

科研はいじらずに理工学研究科の博士課程を設置すれば

開発を行ってきていた。博士論文は光伝導効果光電面を

よいとの方向付けを得て、２研究科が並立する関係でこ

用いた、反射型イメージ管に関する研究である。これ

の問題を乗り切った。

は、電子による電荷の読み出しにおいて、陰極電位安定

平成１０年定年退職の後は、固体撮像デバイス関係の

点で反射した電子を抽出し電荷読み出しを行うイメージ

著書の執筆活動に専念をされていたが、文科省の地域ク

管に関するものである。デバイスの固体化の流れの中

ラスター事業で浜松地域はオプトロニクスクラスターと

で、NEC はテレビ電話の入力装置の開発として位置づ

してスタートし、画像入力装置を取り扱う事業でもあ

け、固体撮像デバイスでは、当初から CCD を取り上げ

り、平成１８年から技術コーディネーターを務め、本プ

て開発を行っていた。

ロジェクトの展開及び運営に尽力され、本プロジェクト

静岡大学に着任してからは、固体撮像デバイス中で画

は全国でも極めて良い評価を得ることができた。

像処理を行うデバイス、即ち、人間の目の網膜での処理
を撮像デバイス中で行うものを目標として、デバイスの
研究を行っていた。具体的にはイメージセンサー中に
MNOS メモリー、又はフローティングゲートのフラッ
シュメモリーを付属させるイメージセンサーを研究し
た。また、アモルファスシリコンのフォトダイオードと
固体撮像走査回路を組み合わせて、増幅型の撮像デバイ
スの研究も行った。
博士課程及び修士課程の学生は、当時、集積回路技術
を大学で習得させることには多くの困難性を持ってい
た。イメージセンサー回路の局部的な動作回路を大学内
の微細加工装置を用いて作成させた。マスク製版プロセ
スにおいて拡大原図を手作業のカッターを用いて図版を
製作し、それを写真縮小によってフォトマスクを作る作
業を行い、マスクアライナーでの露光現像、エッチング
のプロセスを行わせた。習熟した技官もなく、学生自身
にやらせることは、大企業の研究所出のものにとっては
大変なことであったと思われる。クリーンルーム及び半
導体微細加工装置が研究所に設置されてはいたが、集積
回路製作のレベルにおいて、本格的なデバイスを容易に
作れる環境ではなかった。
このような中でも、固体デバイス製作の実験研究を進
め、多くの学生が就職後、固体撮像デバイスの興隆期に
あって、ソニー KK やパナソニック KK の撮像デバイス
開発の中心的な人材となり、現在でも活躍している。
固体撮像デバイス研究開発は、殆どが企業の研究者の
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第Ⅳ部

研究所５０年の歴史－法人化期
（平成１６年：２００４年－現在）

法人化期の概要

導入された助教という身分に助手を転換出来るかどうか
助手層に不安が広がった。幸いにも研究所においては全
第１０代所長

福

田

安

生

助手が博士号を取得していたし研究業績もあったので研
究業績を審査したうえで全員助教にすることが出来た。

平成１１年 ( １９９９年 ) ４月、次のような閣議決定

もう一つの問題は助教を教授会メンバーに入れるかどう

がなされた、「国立大学の独立行政法人化については、

かの問題があった。メンバーに入れてほしいという要望

大学の自主性を尊重しつつ大学改革の一環として検討

もあったが入れないことにした。

し、平成 15 年までに結論を得る」（文部科学省：国立大

２００４年４月、２１世紀 COE「ナノヴィジョンサ

学の法人化の経緯）。その後専門家の委員会で検討を重

イエンスの拠点創成」プロジェクトを獲得するために

ね、平成１５年 ( ２００３年 ) に「国立大学法人法等関

2 大研究部門を 1 センター、ナノビジョン研究推進セン

係 6 法が成立（10 月施行）」。国立大学の法人化は国立

ター（イメージングデバイス分野、ナノデバイス分野、

の研究所の法人化の後にやってきた。これらの措置は国

フォトニックデバイス分野、アクティブディスプレイ分

家公務員の人数削減の一環であったという噂もあった。

野、極限ナノマシーニング分野、ビジョン・インテグ

法人化後教職員の身分をどうするかという問題もあっ

レーション分野）と 2 研究部門ナノデバイス材料部門

た。結局は国家公務員に準ずるということで落ち着い

（ナノ材料創成分野、ナノデバイスプロセス分野、ナノ
構造解析応用分野）、新領域創成部門（生体医療計測分

た。
２００４年４月１日付で国立大学は国立大学法人とな

野、光制御デバイス分野、環境センシング分野）、に改

り、それに伴って静岡大学附置電子工学研究所が国立大

組した。２１世紀 COE については当時このプロジェク

学法人静岡大学附置電子工学研究所となった。法人化前

トのマネジメントを担当されていた中西名誉教授からの

後で移行期に伴う種々のご苦労を経験した当時の所長で

詳しい報告を参照されたい。

ある渡邊健蔵教授が本稿を執筆するのが最適であると思

附置研究所が COE にならなければ存立価値が無い

われますが残念ながら２０１２年に逝去されているので

とまでいわれていた。そこで申請最後の年に新学問領

後任である私が少しは事情が分かるのでその範囲内で当

域「ナノヴィジョン」を開拓することにして、２１世紀

時の状況を書いてみたい。

COE「ナノビジョンサイエンスの拠点創成」プロジェ

法人化以前では附置研究所は文部省の中の国際学術局

クトを２００４年に獲得することが出来、これで研究所

の予算の下にあった。一方、学部は高等学術局のもとに

も一安心することができた。このプロジェクトを遂行

あり独立した予算体制であった。従って、大学には研究

するうえで膨大な事務量も発生したが静岡大学唯一の

所予算として別建てで予算配分されていた。学部予算

COE として大学も支援をして、多大な成果を上げるこ

（新制大学の）と異なる点は学生人数によらず講座に予

とができた。
平成１６年（２００４年）6 月 21 日 ( 月 ) － 25 日 ( 金 )、

算が配分されていた（旧制大学と同様）点である。法人
化において附置研をどのように位置づけるか問題となっ

コングレスセンター（浜松市）において研究所主催で開

たようだ。附置研を省令の中に書き込むかどうかが問題

催された「第１２回固体薄膜・表面に関する国際会議

となり結局は見送られたと聞いている。この時点で附置

(The 12th International Conference on Solid Films and

研究所は完全に大学の中に組み込まれた（予算的にも）

Surfaces: ICSFS-12)」について述べることにする。この

ことになる。当時の全国共同利用研究所は別個の法人と

会議は２年に一度日本、アメリカ、ヨーロッパの順で開

なった。全国研究所長会議では何とか附置研を大学に埋

催されることになっている。以前に第４回会議が島岡五

没させないための方策を文部省では考えているという報

朗前所長の時代に浜松で開催されているのでこれで二回

告を聞いていたが種々の力学でその方向性は弱体化し

目である。第１１回会議はフランスのマルセイユで開催

た。法人化前後において学内では電子工学研究所は解体

され、その常任委員会の会議の席上で島岡先生が浜松で

されるというような噂を流布する人たちもいた。

開催することを強く主張され、浜松開催が決定したこと

法人化後、教員は教授、准教授、助教、助手という身

をしらされ、次の日に浜松開催受託スピーチをやらなけ

分になり、助教授はなくなった。法人化以前と異なり教

ればならないが何も用意をしていない。其の夜ビール

授、准教授は独立して学生の研究指導が出来るように

を飲みながら急遽 OHP シートを用いて日本の地図を書

なった。又、助教は研究指導が可能であるが助手は不可

き、浜松の場所を書き込み、浜松の特徴や静岡大学の

能となった。しかし、研究所においては助教単独での学

紹介などを書き、次の日の Closing Ceremony で発表し

生の研究指導は行わせないこととした。従って、新しく

た。この会議の前日季節外れの台風のため交通機関が大
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幅に乱れ、会議開催が心配されたが初日以降は台風の心

業績データを２０６ページにまとめ別冊とした。本報告

配はなくなった。会議は Plenary, Invited などを含めて

書の最終原稿が完成し , 印刷所に送ったのが平成１９年

発表件数約３２０件、その内海外からの発表約６０数件

６月６日で、それから数回の校正を行い、印刷が完成し

（２２ヶ国）
、参加者は約３５０人であり大変な盛況で

たのは平成１９年７月２日であり、専門委員の研究所訪

あった。研究所所員全員で国際会議を運営することがで

問時期に間に合ったことは幸いであった。報告書につい

き研究所の Activity を内外にアピールすることが出来

ては資料編に掲載されているので参照してほしい。
新大学院（創造科学技術大学院）構想は平成１５年ご

た。研究所の長期目標に国際会議を行うことがあげられ

ろに始まったのだろうか。断片的にしか情報がなかった

ていたので其の目標を達成することができた。
次に研究所創立４０周年記念について述べる。平成

のでどのような必要性があり、特徴ある大学院電子科学

１７年 ( ２００５年 ) １０月２４日、記念講演会が佐鳴

研究科を廃止して新大学院を作らねばならなかったのか

会館で行われた。講演は興

直孝氏（日本科学振興財団

は定かではない。私が所長となった平成１７年には１８

専務理事）による「第３期科学技術基本計画の策定の動

年からの発足に向けて具体的にどのように運営するかと

きと学術研究の推進・科学系人材の育成確保への期待」

いう議論がなされていた。特に「専任教員」について

及び青柳克信教授（東工大総合理工学研究科）による

の役割、学部との関係などがあいまいのままであった。

「ナノテクノロジーを用いた深紫外発光素子の開発」で

「専任教官」はその「専任」を強調し、大学執行部はそ

あり、引き続いて、研究所見学を行い、夕刻から「グラ

れを認めつつも学部との「併任」性も残していく論理で

ンドホテル浜松」において、祝賀会に出席者約１００名

あったが諸処の規則集を作成する段階になると最終決定

が参加して挙行された。その後、２５，２６日には「第

権は「専任教員」のみで開催される教授会にあるという

７回高柳健次郎記念国際シンポジウム」及び「第２回

規則を制定した。この規則に関して事務当局は一歩も譲

COE 国際シンポジウム」が高柳会館で行われた。

らなかった。又、これらの議論は充分に各部局において

平成１７年 ( ２００５年 ) の全国所長会議が京都大学

時間をかけて議論されずに１８年度開院という時間的制

で開催され、そこで「全国の附置研究所に専門委員が調

限の元で議論がないがしろに終わったことは残念であっ

査に訪問し現状を調査し、今後の附置研のあり方の参考

た。伝統ある又特徴のある電子科学研究科と理工学研究

にする」という情報があると報告された。その際、最初

科を廃止して創造科学技術大学院を設立したことは結局

に訪問するのは東京外国語大の研究所であり、そのとき

結果として合理化を進めたに過ぎない気がしてならな

の訪問の情報を全国の附置研に知らせるということに

い。しかし設立後３年が過ぎたので今後より良い改革を

なった。その後、情報が入り、専門委員から直近の自己

行い充実した大学院になってもらいたいと思う。新大学

評価あるいは外部評価についての報告書の提示が求めら

院設立過程については神藤、田部教授の詳細な報告があ

れたという。電研では数年前に熊川所長時代に外部評価

るので参照してほしい。
国立大学は平成１６年度に独法化され研究所としても

を行っているが法人化以降は評価活動を行っていない。
そこで中期目標・計画も丁度半ばとなるので自己評価を

中期目標を掲げることになり、渡邊所長の時代に第１期

行うことになった。この５年間（平成１４－１８年）の

中期計画の目標と計画が設定された。これによると研究

種々の業績と中期目標・計画との対比をもとに自己評価

所では「画像科学」を中心とした光・電子工学分野の研

をおこなうことで、早川先生、青木先生を中心に纏めて

究を行うという設定であった。又、地域への貢献や国際

もらうことにした。資料が膨大であり、各人から寄せら

化も重要な柱であった。地域への貢献に関しては「知的

れた資料の体裁も異なり、それらを見やすく表にまとめ

クラスター」を獲得することにより浜松地域に於ける光

たり、中期目標・計画と対比させたり、大変な時間と労

産業に多大な貢献をするとともにすでにいくつかの製品

力を費やした。又、予算や外部資金、共同研究費などの

を共同開発し、発売しているものもある。国際化に関し

数値などが資料により微妙に異なりそれらの見直しなど

ては平成元年の改組において外国人教授の講座を設置す

でもかなりの時間を消耗した。しかし、私の任期中に完

ることに成功し、毎年２－３人の外国人教授を招聘し

成できず、専門委員の訪問時期もせまってきたこともあ

て、種々の分野で交流を深め、其の関係から部局間提携

り、１９年３月末日の退職後も引き続きこの作業を行う

へと深化したケースもある。又、国際会議、シンポジウ

ことになった。自己評価報告書は、組織、中期計画に対

ムなども頻繁に開催されるように成り以前と比較すると

する達成度、法人化後の特記事項（COE、知的クラス

格段に国際化は進行しているように思える。

ター）を１９８ページ一冊に、資料集は、研究組織、研

法人化後初めての学長選挙が平成１８年 ( ２００６年 )

究活動、社会に対する役割、国際交流、教育活動、教員

に行われることになった。これまでの学内の大型プロ
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ジェクトの獲得状況、将来構想、戦略的議論などに関す

やることになってしまった。この「Proposal Form」を

る執行部の対応に対してかなりの不満が蓄積されていた

IEEE 名古屋支部の大久保仁名大教授に２００７年１０

ようである。そこで西部の学部を中心として興

月２５日に発送し、支部を通して IEEE History Center

直孝氏

を候補として推薦することにして私が推薦人になること

へ送付し、１１月２日に Dr.Colburn がこれを受理した。

になった。多分、工学部長と情報学部長が学長推薦委員

この Proposal の諾否は１ヶ月以内に決定されることに

会の委員であり推薦者になれないことと私がその年度で

なっているがなかなか通知が来ないため大野氏が問い

退職するということで私に其の役割が回ってきたのだろ

合わせたところ２００８年２月２９日にやっと受諾の

う。私は病み上がりで殆ど何も出来ませんでしたが名前

決定がなされ通知が来た。そこで最終的な必要書類で

は出せませんがいろんな人達の献身的な努力で意向投票

ある「Nomination Form」と関係書類を８月２５日に

を互角に戦うことが出来、最終的に興

History Center へ直接送付した。その後、１１月９日の

直孝氏を学長に

することができた。興学長になってから種々の大型プロ

IEEE History Committee での投票で「高柳 Milestone」

ジェクトを獲得できるようになったとのことで喜ばしい

は承認され、IEEE Executive Committee での最終承認

限りである。これからますます大学間の競争が激しくな

を待つのみとなった。そして２００９年２月１７日に正

り、大学の存在意義が厳しく問われることになるだろう

式に「Milestone」の受賞が決定した。この賞の受賞条

から静岡大学の特徴を生かし、絶え間なく改革を進めて

件に「盛大な受賞記念式典」を開催することが義務付け

いただきたいと思います。

られているので１１月１２－１３日に記念式典と記念シ

平成１６年から始まった法人化も２１年度で第１期中

ンポジウムを行った。詳しくは別稿に記す。

期目標・中期計画が終わりとなり、第２期の中期目標・

研究者の卵である大学院院生のモチベーションを向上

中期計画が始まる。独法化以前と以後を比較すると確実

させるために研究所独自の表彰制度を構築することにし

に研究以外に費やす時間が増加している。大型プロジェ

た。種々考えたが初代研究所長であった堀井隆氏の名前

クトを獲得することが強く求められている一方でそれに

にちなんで「堀井賞」とすることに決め、ご遺族の了解

伴う事務量が増加する。従って、活発に活動すればする

を取り２００６年５月に第１回の受賞式を行った。この

ほど研究時間が減少し、自らの研究活動が制限され、自

表彰制度は現在も存続している。

分で自分の首を絞めている状態となる。例えば、研究所

「画像ナノエレクトロ二クス」の研究拠点を目指す当

では COE,「知的クラスター」という大型プロジェクト

研究所やナノデバイスを研究する学内の研究者にとっ

をかかえているがこれらに携わる教員はそれに伴う膨大

て、それを作製、評価できる先端的な作製装置、加工装

な事務量と研究成果の達成に忙殺される。其の他に学内

置、評価装置は今後の研究発展のため必要不可欠であっ

外の種々の会議への出席も必要である。研究所は小世帯

た。従って、本研究所内にナノデバイス作製装置、ナノ

ではあるが一部局でもあるので工学部のような大世帯と

加工 ( ナノプロセス ) 装置、評価装置などを新規導入し

同じように各種の会議に出席する必要がある。このよう

又、装置類の効率的活用をはかるため、各研究室で管理

な環境下でかなりの教員に過度の負荷がかかっているよ

している汎用性の高い作製、加工、評価装置などを集

うである。これは電研だけの問題ではなく全国の国立大

約・管理し、広く学内外に開放する「ナノデバイス作製・

学法人で「改革疲れ」が起こっているということが新聞

評価センター」を設置する必要があり、２００７年４月

などで報じられている。これで研究所の使命である「独

に開所した。幸い旧液化ヘリウムセンターが廃止されて

創的研究」が出来るのだろうか心配になる。とにもかく

空き室になっていたのでここをセンターにして村上健司

にもこの流れは当分の間変わらないであろう。日本人の

先生をセンター長に任命した。

気質として極端から極端に流れることがあるがその内に

附置研究所は単独で存立する時代が終わり、共同利用

バランスの取れた点に落ち着くであろうことを期待して

研究所への転換が迫られていた。これまでの業績が認め

いる。第１期の中期目標に対する評価については三村所

られ、２０１３年に共同利用・共同研究拠点「イメージ

長の報告を参照してほしい。

ングデバイス研究拠点」に認定された。

平成１９年４月２３日、IEEE History Center 日本支

興学長時代から研究所の改組が要求されていた。研究

部の大野栄一氏、松本栄寿氏、高柳財団坂井勝則事務局

所の希望として、卒論、修論学生を充分に配属してほし

長、同顧問大森悠生氏が研究所を訪問され、高柳健次郎

いと要望していた。又、所外からは学部との人材の交流

先生を IEEE Milestone に推薦したらどうかとのお勧め

を望む声も強かった。そこで２０１３年に役員会の下し

であった。独法化以降、現役の先生は非常に多忙なた

た結論は研究所の教員も所属は工学研究科にして、新し

めこの「Milestone」の Proposal を作成する仕事を私が

く選ばれた教員を研究所担当にするという決定であっ
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た。そして所内組織を「ナノビジョン研究部門」、「極限
デバイス研究部門」、「ナノマテリアル研究部門」、「生体
計測研究部門」の 4 部門、1 外国人客員教授部門に組織
変更した。教員はコア教員、サブコア教員からなる。こ
の組織変更で学生は確実に研究所に配属されるように
なったが学部教育にかかる事務量は膨大になったので研
究活動に配分する時間は極端に減少した。これで十分な
成果が出せるか心配もある。
平成２７年５月に静岡大学（電子工学研究所が中心）、
浜松医科大学、（株）浜松ホトニクスが中心となり、「光
創起イノヴェーション研究拠点」が電子工学研究所の西
側に建設され、開所式が行われた。この件については別
紙に詳しく述べる。

３０周年記念国際シンポジウムに出席した
ヤブロンスキー、ムラー、ゴン先生と水品所長

リフシット教授歓迎会

ヤブロンスキー客員教授歓迎会

電研 OB 会
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第１期中期計画（１７年度以降は省略）
平成１６年度 年度計画
部局名
中
２

期

計

画

年
２

研究に関する目標を達成するための措置

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を

度

計

電子工学研究所

画

研究に関する目標を達成するための措置

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を

達成するための措置

達成するための措置

○目指すべき研究の方向性

○電子工学研究所として重点的に取り組む領域
中期計画で設定した重点領域の研究を具体的に

・国や地域の科学技術政策における重点項目に深
く係わる光・画像科学領域、特に「イメージテク

以下のように推進する。

ノロジー」に関する先導的研究を展開し、学術の

（ⅰ）「イメージテクノロジー」領域

進展と地域産業の振興に貢献すると共に、大学法

・広いダイナミックレンジ、高速、高感度ＣＭＯ

人の附置研究所として研究成果を高等教育に反映

Ｓイメージセンサ及び３Ｄ画像用ＣＭＯＳイメー

する。

ジセンサの開発・試作を行う。

・他部局との連携により、電子工学をベースとす

・512 画素の高エネルギー電磁波用超解像度ライ

る学際領域の先導的研究を展開する。

ン状イメージングデバイスを開発・試作し、性能

○電子工学研究所として重点的に取り組む領域

評価を行うと共に、併せてその基板材料としての
CdTe の結晶成長を行う。

（ⅰ）「イメージテクノロジー」領域
・次世代機能集積イメージングデバイスの研

・高精細フラットディスプレイのための高性能蛍
光体及び新規発光材料を開発すると共に、フォー

究開発
・高エネルギー電磁波用固体イメージングデ

カス電極付フィールドエミッタを開発する。
・ペロブスカイト型材料薄膜の光学特性を計測・

バイスの研究開発

評価し、次世代大容量メモリへの応用を検討す

・ディジタル画像解析・合成技術の開発

る。

・次世代ディスプレイ用中核技術の開発

（ⅱ）「ナノテクノロジー」領域

（ⅱ）「ナノテクノロジー」領域
・シリコンナノ電子デバイスの研究

・高機能画像端末を支える革新的 Si ナノデバイ

・ナノ構造創成・観測・分析技術の開発

ス技術の研究として２次元ドット FET における

・微小電子源の開発とその電子デバイスへの

単電子輸送の時空間制御と光応用、及び単電子輸
送経路の画像化等に関する基礎研究を行う。

展開

・次世代高速量子情報処理並びに高性能短波光デ

（ⅲ）学際領域
・生体発光・受光機構に基づく高効率・高輝

バイスへの展開を目的として、自己組織化 ZnO
系量子ドットのための混晶材料の検討を行う。

度発光デバイスの研究開発
・イメージング技術の医療及び視覚機能アシ

・有機分子デバイスを目指した研究の一環として、

ストへの応用

吸着分子の電子物性を明らかにすると共に、高分

○成果の社会への還元に関する具体的な方策

子薄膜の分光特性及び自己組織化分子ドットの電

・広報室を設け、研究内容の透明性を増すと共に、

気的特性を明らかにする。

共同研究・技術相談に積極的に応じる。

・高コヒーレント量子効果レーザの開発を目標

・「浜松地域オプトロニクスクラスター構想」の

に、InGaAs/GaAs 量子井戸の作成・光学的評価、

実現に向けて、文部科学省の知的クラスター創成

GaAs 量子構造の解析・試作を行う。

事業に取り組む。

・微小電子源としてのフィールドエミッタに関す

・文部科学省や経済産業省等の各種事業を活用し、

る基礎研究を行うと共に、マイクロフォーカス X

大学主導新産業の創出に貢献する。

線管を開発する。

・特許を取得して大学シーズの産業への移転を図

（ⅲ）学際領域
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る。

・バイオエレクトロニクスの研究として、新しい

・共同研究員、受託研究員を広く受け入れて、社

概念の高効率コンジュゲート光検出デバイスの試

会人技術者の再教育に貢献する。

作を行う。

○研究の水準・成果の検証に関する具体的方策

・ナノ蛍光発光デバイスの研究の一環として、超

・掲載誌のインパクト・ファクタや論文引用指数

解 像 顕 微 鏡 用 チ ャ ー ト の 開 発 を 行 う。 分 解 能

等によって研究水準を検証する。

300nm を目標とする。

・研究計画によって潜在性・先見性を検証する。

・メディカルエレクトロニクスの研究の一環とし

・特許の取得・譲渡・実用化によって研究成果を

て、脳内温度分布推定システムの構築を目指す．

検証する。

主としてシステムの構築と較正実験を行い，温度

・外部資金・共同研究・委託研究によって研究の

分解能を測定する．

先端性・先導性を検証する。
・上記項目を評価する客観的基準を設け、検証結

○成果の社会への還元に関する具体的方策

果を個々の研究者にフィードバックする。

・所長を室長とする広報室を設け、研究内容を広
く社会に公開する。
・文部科学省「知的クラスター創成事業」に参画
し、CMOS イメージセンサ及び X 線・γ線イメー
ジングデバイスの開発を行う。
・文部科学省科学振興調整費先導研究プロジェク
トに参画し、「バイオ共役光受容ナノマテリアル
の創成」に関する研究を行う。
・中部経済産業省「大学指導―超高速光変調器」
プロジェクトに参画する。
○研究の水準・成果の検証に関する具体的方策な
ど
・15 件以上の特許を出願する。
・インパクトファクタの高い国際学術誌に 30 編
以上の論文を投稿する。
・外部導入資金として４億円を獲得する。

（２）研究実施体制等の整備に関する目標を達成

（２）研究実施体制等の整備に関する目標を達成

するための措置

するための措置

○適切な研究者等の配置に関する具体的な方策

○適切な研究者等の配置に関する具体的な方策

・時代に即した研究、画像科学に特化した研究、

・研究内容を透明にするために、今年度第２四半

地域との連携研究、部局横断的学際領域の研究を

期までに研究体制を次の３つに再編成する。

推進するために、中期計画期間内に次の３つの研

「ナノビジョン研究推進センター」

究組織に再編する。

「ナノデバイス・材料部門」
「新領域創生部門」

「ナノビジョン研究推進センター」
「ナノデバイス・材料部門」

・他部局との共同研究を推進するための連合組織

「新領域創生部門」

を作る。

・学内の他部局等と共に「自然科学創造研究コン
ソーシアム」を形成し、学際領域・地域連携研究
を企画・推進する。
・技術職員の資質向上のための研修制度を設け、
研究支援体制を整備する。
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○研究資金の配分システムに関する具体的方策
・年度計画・進展状況に合わせて研究費を傾斜配
分する。
○研究に必要な設備等の活用・整備に関する具体
的方策
・学内の他部局等と研究設備の共同利用を促進す
る。
・競争的資金を獲得し、大型研究設備を導入して
共同利用を図る。
○知的財産の創出、所得、管理及び活用に関する
具体的方策
・特許の所得・譲渡・実用化等、知的財産に対す
る貢献を高く評価する。
・研究所の有する知的財産を、研究所広報室、静
岡 TLO 等を通して一般に広く公開する。
○研究活動の評価及び評価結果を質の向上につな
げるための具体的方策
・全学と連携し、研究活動の客観的検証・評価を
定期的に行い、公表する。
・評価結果を活性化及び人事に反映し、適材適所
を図る
○全国共同研究、学内共同研究等に関する具体的
方策
・画像科学に関する学会及び研究機関との連携を
密にし、「イメージテクノロジー」分野の共同利
用研究所を目指す。

３

３．その他の目標を達成するための措置
（１）社会との連携、国際交流に関する目標を達

その他の目標を達成するための措置

（１）社会との連携、国際交流に関する目標を達

成するための措置

成するための措置

○地域社会等との連携・協力、社会サービス等に

○地域社会等との連携・協力、社会サービス等に

関わる具体的方策

関わる具体的方策

・地域企業との共同研究、受託研究、受託研究員

・15 件以上の民間等との共同研究を行う。

を広く受け入れると共に、客員研究員制度を設け

○地域の公私立大学等との連携・支援に関する具

て地域産業界から広く研究者を受け入れ、研究成

体的方策

果の移転を図る。

・文部科学省私学振興助成「ゾルゲル誘電体薄膜

・地域企業の研究開発指導、研究相談及び共同開

作製と応用プロジェクト」に参画する。

発要請に応えるアウトソーシング制度を設ける。

・地震予知に関する大学間共同研究を行う。

○産学官連携の推進に関する具体的な方策

○留学生交流その他諸 w 外国の大学等との教育

・広報室、学外のテクノポリス推進機構などを通

研究上の交流に関する具体的方策

して研究内容を透明にし、産学官連携の推進を図

・外国人客員教授を招聘する。

る。

○教育研究活動に関連した国際貢献に関する具体

○地域の公私立大学等との連携・支援に関する具

的方策
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体的方策

・「固体表面と薄膜」に関する国際会議（ICSFS）

・地域の国公私立大学と、互いに得意領域とする

を主催する。

分野の共同研究・連携研究を積極的に推進する。

・第６回高柳健次郎記念シンポジウムを開催する。

○留学生交流その他諸外国の大学等との教育研究
上の交流に関する具体的方策
・客員教授制度等を利用して外国籍客員教授ポス
トに第一線の研究者を招聘し、国際共同研究・国
際学術交流を積極的に推進する。
・「高柳健次郎記念シンポジウム」に外国人の招
待講演を多く採り入れ、「光・画像科学」の研究
分野に特化させたレベルの高い国際学術研究集会
とする。
○教育研究活動に関連した国際貢献に関する具体
的方策
・外国人研究者を広く受け入れる。
・国際研究集会を企画・誘致する。

－ 111 －

第１２回「固体薄膜及び表面に関する国際会議」（The 12th International Conference on
Solida Films and Surfaces (ICSFS-12)）に於ける福田安生組織委員長の開会挨拶
Good morning, Ladies and gentlemen, on behalf of the organizing committee, I would like to welcome
you to Hamamatsu and to join the 12 th International Conference on Solid Films and Surfaces. The
Conference was previously held in Tokyo (1978), Washington (1981), Sydney (1984), Hamamatsu (1987),
Providence (1989), Paris (1992), Hsinchu (1994), Osaka (1996), Copenhagen (1998), Princeton (2000), and
Marseille (2002). This is an important conference for reporting and mutually discussing the latest
experimental and theoretical advances in the field of solid films and surfaces. This Conference is
being one of the most important meetings that cover nano-technology such as fabrication, analysis,
and characterization of nano-structures and nano-materials. Therefore, this is timely held because
recently the nano-technology is much attracted in wide basic and applied research areas.
On behalf of the organizing committee, I wish to greatly appreciate Shizuoka University and
Research Institute of Electronics for supporting the Conference. I also thank the financial support
by Suzuki Motor Corporation, Shizuoka University Fund for Engineering Research, Promotion of
Electronic Engineering in Hamamatsu, and Hamamatsu Visitors & Convention Bureau. I would
like to express my hearty thanks to the members of the organizing committee for making whole
arrangements on the Conference.
Finally I hope all participants will enjoy scientific activities and your stay in Hamamatsu during the
Conference.

バンケットに於ける挨拶
Good evening, Ladies and gentlemen, welcome to banquet. Let me introduce briefly Hamamatsu to
you. Hamamatsu is a historical city. Mr. Tokugawa was living in Hamamatsu castle in his young
days. After that, he became Shogun, a general ruler of Japan in several hundreds ago. Hamamatsu
is an industrial city that has motor companies, Suzuki, Honda, and Yamaha, music instrument
companies, Yamaha and Kawai, and electronic company such as Hamamatsu photonics. Hamamatsu
is a festival city that has a big festival, Hamamatsu festival, so called kite flying festival, at the
beginning of May. Now International flower exhibition is held near here beside the Hamana Lake.
You can visit it by bus. After the banquet, the traditional firework will be shown in front of this
hotel.
Finally I would like to introduce you the members of the organizing committee, general secretary
Prof. Nakanishi, Program committee chair Prof. Tabe, vice chair Prof. Zaima and Prof. Homma,
Publication chair Prof. Tenmyo, vice chair Prof. Mimura and prof. Aoki. This conference is supported
by many members of the organizing committee.
I hope you enjoy wonderful foods and conversation.

－ 112 －

閉会の挨拶
Ladies and gentlemen, the Conference is successfully being closed. About 350 peoples from 22
countries joined the conference, and about 320 abstracts were presented. The proceedings will be
published as a special issue in Applied Surface Science in next years after normal review procedures.
I would like to report the next meeting, ICSFS-13, will be held in Argentina. The details will be
described by Soukiacian.
Finally I wish to thank you for your cooperation.
See you again in Argentina
Good bye Sayonara.

電子工学研究所創立４０周年記念講演会・記念式典及び祝賀会次第
期日 : 平成１７年 1 0 月 24 日 ( 月 )
1. 記念講演会次第
13:00

開会の辞

田部副委員長

所長挨拶 ( 講師紹介 )
13:10

講

演

財団法人科学技術振興財団専務理事
興直孝氏

13:50

講

演

東京工業大学大学院総合理工学研究科
物理情報システム創造専攻教授
青柳克信氏

14:30

開会の辞

田部副委員長

( 休憩 )
2. 研究所見学会
司
14:35

会

杉浦副委員長

概要説明
天明ナノビジョン研究推進センター副長
早川ナノデバイス材料部門長
皆方新領域創成部門長

14:50

研究所へ移動

15:00

説明開始

15:50

説明終了

16:00

パス乗車・出発

3. 記念式典及び祝賀会次第
司
16:30

会

村上委員

関式の辞

村上委員 ( 記念式典 )
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所長式辞
学長式辞
16:40

来賓祝辞

文部科学副大臣
浜松市長

塩谷立氏

北脇保之氏

16:55

祝電披露

青木委員

17:00

閉式の辞

司会

17:00

開式の辞

司会（祝賀会）

17:00

祝賀会来賓祝辞

文部科学省

17:10

乾杯

工学部長

中村高遠氏

歓談
18:55

閉会の挨拶

元研究所長

19:00

閉会の辞

青木委員

挨拶する福田安生所長

萩野實氏

記念植樹（花水木）する杉浦教授、伊藤事務長、
田部教授、福田所長（左から）

特別講演する興直孝氏

特別講演する青柳克信教授（東工大）
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電子工学研究所創立 40 周年記念行事を終えて

した。浜松工業会からは浜松支部長丸橋幸雄様のご出席
をいただきました。誌上をおかりしまして御礼申し上げ

第 10 代所長

福

田

安

生

ます。
25 日 ( 火 ) － 26 日 ( 水 ) の 2 日聞は COE 国祭シンポ

昭和 40 年 (1965 年 ) に当時の渡邊寧学長及び堀井隆電

ジウムと高柳健次郎記念シンポジウムの合同シンポジウ

子工学研究施設長のご努力により、静岡大学附置電子工

ムを「ナノビジョンシステム構築のための光子、電子の

学研究所が設立され、今年で 40 周年を迎えることが出

ナノ空間に於ける制御」と題して佐鳴会館で行い、内外

来ました。これもひとえに諸先輩のお陰と感謝致してお

からのべ約 300 人の参加者を得て盛大に挙行することが

ります。「静岡大学テレビジョン技術史」によると「附

出来ました。このシンポジウムでは特に若手の発表会の

置研究所」を設立するためのハードルはかなり高かった

場をもうけ、特に優秀な発表を行った学生を表彰しまし

ようです。そのなかの最大のものはその大学に「大学院

た。このような機会を与えることは今後の静岡大学ひ

博士課程」が設置されていることだったそうです。しか

いては日本を支える優秀な研究者、技術者を育成、発掘

し、渡邊学長及び堀井教授の大蔵省、文部省への働きか

することにつながると考えます。このように COE では

け、高柳先生以来の実績等により、研究所が設立された

研究のみならず、学生の教育にも多大な努力と貢献をし

とのことです。

ております。

さて、現在の研究所を振り返りますと、かなりの業績

附置研究所は特長ある研究機関であることが求められ

を挙げているのではないかと自負しております。文部科

ております。私達は電子工学のなかで、これまでの伝統

学省の「知的クラスター事業 J では研究所は中心的な役

を踏まえ又将来を展望しつつ、光 - 画像科学技術分野で

割を果たしております。世界に於ける研究拠点を形成す

特長を出そうとしております。来る 50 周年に向け電子

る「COE: ナノビジョンサイエンスの拠点形成事業」の

工学研究所が光・画像科学関係の学術と技術に関する日

プロジェクトは研究所を中心として当研究所の教授（三

本及び世界の先導的研究機関たるべく所員一同努力する

村教授）がプロジェクトリーダーを務めております。そ

所存です。又、私たちは社会貢献も求められておりま

の他に基盤研究 (S) や (A) も何人かの教授が獲得してい

す。私たちの知識や技術が卒業生の皆様のお役に立つよ

ます。

うに、いつでもご相談に応じますので是非ご活用下さる

17 年度においては JST ( 日本学術振興機構 ) プロジェ

ことを御願い致します。

ク卜や「さきがけ研究」も獲得しました。また、IEEE

今後とも研究所の活動にご支援、ご鞭撻を御願い致し

主催、国際固体回路会議のベアトリス賞、日本表面科学

まして、40 周年記念事業のご報告を終わります。（「佐

会「学会賞」の受賞や電子情報通信学会「フエロー」に

鳴」より転載）(2005.11)

も選出されております。昨年には「第 12 回固体薄膜と
表面に関する国際会議」を研究所が中心となって開催
し、22 ヶ国、約 400 人が参加し、国際交流を深めまし
た。40 周年記念行事ですが 10 月 24 日 ( 月 )、13 時より

高柳健次郎先生の「ＩＥＥＥ Milestone」受
賞の経緯について

佐鳴会館において、興直孝氏 (42C、科学技術振興財団
専務理事 )、青柳克信氏 ( 東工大大学院教授 ) をお招きし

名誉教授

福

田

安

生

て記念講演会を開催しました。興氏より「第 3 期科学技
術基本計画の策定の動きと学術研究の推進・科学技術系

平成１９年の４月、私は先月末に定年退官したばかり

人材の育成確保への期待」、青柳先生より「ナノテクノ

であったが私の任期中に完成しなければならなかった２

ロジーを用いた深紫外発光素子の開発」という講演があ

つのことがあった。一つは全国の附置研究所を専門委員

り、深い感銘を受けました。引き続いて、研究所の見学

が訪問して現状を調査し今後の附置研をどのようにする

会を行った後、グランドホテルにおいて、

かの試料にするという１８年の決定があり最初の訪問で

記念式典及び祝賀会を挙行致しました。所長、学長の挨

直近の自己評価試料の提示を求められたという報告を受

拶の後、来賓挨拶として、塩谷立文部科学副大臣、北脇

けていたので、早急に我が研究所もこの資料を作成する

保之浜松市長から祝辞をいただき、中村工学部長の音頭

必要にせまられていた。二つ目は研究所創立４０周年記

で祝賀会を開催致しました。又、文部科学省より、芦立

念誌を刊行することである。創立１０周年誌以来節目の

訓学術機関課長も出席され、来賓、名誉教授、学内各

記念誌は発刊されていないのでまだ１０周年以降の記憶

位、約 120 人で研究所設立 40 周年を祝うことが出来ま

を持たれている諸先輩がご存命のうちに種々の歴史を記
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録することは現役を引退した我々が後世に残すべき唯一

て重要であるかを吟味し、それらを前面におしだして

の財産でもある。ということで所長に御願いしてこれら

Proposal を作成する必要があると思った。高柳先生の

を完成すべく研究室に残留してもらえることとなった。

時代は現在のように通信手段は発達していなかったので

このような状況におかれていた平成１９年４月２３

独自にある技術を開発しても既に外国で同様な技術が開

日、
IEEE History Center 日本支部の大野栄一氏、松本栄

発されていることも多かったようだ。例えば我々は高柳

寿氏、高柳財団坂井勝則事務局長、同顧問大森悠生氏が

先生が世界で初めてブラウン管に「イ」の字を映すこと

研究所を訪問され、高柳健次郎先生を IEEE Milestone

に成功したと思っているが厳密にはこれは正しくない。

に推薦したらどうかとのお勧めであった。独法化以降、

このことを Abramson の本で初めて知った。実を言う

現 役 の 先 生 は 非 常 に 多 忙 な た め こ の「Milestone」 の

とブラウン管に映像を映すことに１９２６年７月ごろま

Proposal を作成する仕事を私がやることになってしまっ

でにベル研、Belin、Holweck グループ（仏）が成功し

た。やっと体調も好転しつつあったのでこの仕事を引き

ている。高柳先生の成功よりわずか５ヶ月前である。さ

受けてしまったが高柳先生の研究の詳細については判ら

らに、全電子式テレビジョン放送の受像機にブラウン管

なかったし、そもそも「Milestone」とはどのようなも

を使用する考えは１９０８年ごろまでに Rosing（ロシ

のかも詳しくは判らなかったのでまず、その辺から調べ

ア）、Swinton（英）、Diekman（独）らによって提唱さ

ることにした。「IEEE Milestone」は電気・電子工学に

れていた。だからといって高柳先生の業績の価値が低下

おいて歴史的な業績に対して授与することが１９８３年

するわけではない。このように Abramson の本を読み

設立当初の趣旨であったが現在では IEEE に含まれるす

進むにつれて段々と高柳先生の業績をどのように評価す

べての分野をカバーしている。その要件としては、（１）

るべきかを構想できるようになってきた。

その業績が少なくとも２５年経過していること、（２）

そ こ で、 最 初 の「Proposal Form」 の 名 前 と し

それが工学的課題に独自の解決を与えていること、（３）

て「Pioneering achievements in the development of

それが少なくともその地域にインパクトを与えているこ

television」 に し た。 こ の 業 績 の 歴 史 的 意 義 と し て、

と、である。（１）は完全にクリアー出来ることは自明

１９２６年１２月２５日にブラウン管に「イ」の字を

である。高柳先生の業績は多岐にわたっているし、それ

映すことに成功し、１９３５年１１月１２日に全電子

らの業績が世界の開発競争のなかでどのように位置づけ

式によるテレビジョン放送に成功し、その後の日本に

られるのかが（２）では問われている。（３）ではどの

おけるテレビジョン及びその関連産業の隆盛に貢献す

ような根拠でそれを証明するのかが問題であろう。以上

るとともに世界に於ける指導的産業に成長させたこと

の観点からいろいろ調査することにしたがやはり高柳先

をあげた。同様な成果との比較については上記のベル

生の業績といえば「イ」の字をブラウン管に写したこと

研、Belin,Holweck らの成果も併記した。この「Proposal

である。これを世界史の観点から検討する必要があっ

Form」 を IEEE 名 古 屋 支 部 の 大 久 保 仁 名 大 教 授 に

た。そのための参考書として A.Abramson の「History

２００７年１０月２５日に発送し、支部を通して IEEE

of Television」が参考になることを松本栄寿氏から教わ

History Center へ送付し、１１月２日に Dr.Colburn が

り早速図書館で調べたが我々の図書館には無く近隣の図

これを受理した。この Proposal の諾否は１ヶ月以内に

書館から１章分だけのコピーを取り寄せあらためて図書

決定されることになっているがなかなか通知が来ないた

館にその本の購入注文をしたが下巻は絶版になってい

め大野氏が問い合わせたところ２００８年２月２９日に

た。上巻は戦前のテレビジョン開発史であったのでとり

やっと受諾の決定がなされ通知が来た。

あえずそれで用は足りそうであった。コピーを取り寄せ

次により詳細な「Nomination Form」を６ヶ月以内に

て読み進んでいくうちにいろいろ問題があることに気付

提出しなければならない。６ヶ月というと８月下旬ま

いた。科学技術における発見はわりと単純であり事象の

でに「Nomination Form」を提出しなければならない。

発見とその証明が科学的になされそれが報告されていれ

Form には受賞した場合に贈られる銘板に記入される

ば其の時点で発見がなされたことになる。しかし、開発

「Citation」の文章、高柳先生の業績の歴史的意義、そ

となると特許がからんでくる。特許が認められたからと

れらと同様な研究・開発との比較、業績を証明する資料

いって開発されたとは認められないだろう。また、テレ

の列挙あるいは添付、などが必要となる。

ビジョンは種々の技術の組み合わせの結果開発されたも

高柳先生の業績は多数にのぼるが次の業績を挙げるこ

のである。従って、年代順に特許とそれぞれの要素技術

とにした。（１）１９２４年にテレビジョンの研究を開

開発をながめながら高柳先生の業績を位置づけどの業績

始した。（２）ガス電離電子源にかわり熱電子放出源を

が歴史的に見て独自的でありテレビジョン開発にとっ

用いたブラウン管の開発。（３）１９２６年１２月２５

－ 116 －

日に「イ」の字をブラウン管に映し出すことに成功。

し、高柳会館を案内し、種々の情報を得ることが出来

（４）広帯域信号増幅法の発明。（５）高真空ブラウン管

た。其の時、彼が「高柳 Milestone」の中心的審査員

の発明。（６）積分法を利用する「テレビジョン」送像

は Dr.Magoun (Sarnoff Libraly) だ か ら 提 出 前 に 彼 と

器の特許出願。（７）鋸歯状電圧発生装置の発明。（８）

相談したらどうか、という提案を受けた。早急に「高

日本で初めて全電子式テレビジョン放送に成功。（９）

柳 Milestone」 を ま と め て ２ ０ ０ ８ 年 ６ 月 ２ ４ 日 に

電気的飛越走査信号発生法の発明。（１０）全電子式テ

Dr.Magoun あてに草稿を送り、意見を求めた。しかし、

レビジョン放送を NHK を通じて行う。以上のような業

なかなか返事はなく締め切りの８月末が近づき、覚悟

績を列挙した。

を決め、このまままで「Nomination Form」を提出し

これらのなかで例えば、（５）の「高真空ブラウン

ようと準備をしていたやさきに Dr.Magoun から返事が

管の発明」に関しては同じ頃ベル研の Frank Gray や

来た。８月１５日であった。丁寧なメールで数箇所の

Zworykin らによって同様の発明がなされている。（６）

チェックポイントが記されていた。其の中で重要なポ

に関しては既に５年前に Zworykin が特許を出願して

イントのひとつは名前を「Pioneering achievements in

い る。（ ７） に 関 し て は Philo Farnthworth が ２ 年 前

the development of electronic television, 1924 – 1941」

に 特 許 を 出 願 し て い る。（ ９） に 関 し て は 既 に RCA,

に変更したらどうかという点であった。確かにこのほう

Terefunken, Philo Farnthworth, EMI な ど で 実 施 さ れ

が内容に合うのでこのように変更した。又、高柳先生の

ていた。（１０）の全電子式テレビジョン放送もすでに

技術、特許がどのように企業に生かされたか、先生の教

NBC,German Post Office, BBC, フランスで始まってい

育がどのように学生に影響を及ぼしたか、戦時中はどの

た。

ような研究をしていたか、以上のことが戦後テレビジョ

しかし、僅かの差で高柳先生の開発が遅れていてもそ

ン及び関連業界にどのような影響をあたえたのか、など

の業績の価値が低下するものではない。当時としては通

を追加するとよりよくなる、という示唆をいただいた。

信手段は遅れていたし、特に特許などは知るよしもな

これらの点につては「静岡大学テレビジョン技術史」に

かったであろう。殆ど独力（チームではあるが）で全電

書かれているので大変参考になった。
以上の事項を追加して早急に全体をまとめて８月

子式テレビジョンを開発したことは今日から考えても驚

２ ５ 日 に History Center へ 直 接「Nomination Form」

異的である。
高柳先生の詳しい業績や開発の経緯は「静岡大学テ

と関係書類を送付した。その後、１１月９日の IEEE

レビジョン開発史」に詳しくのべられていて大変参考

History Committee で の 投 票 で「 高 柳 Milestone」 は

になった。世界的視野から見たテレビジョン開発の歴

承 認 さ れ、IEEE Executive Committee で の 最 終 承 認

史は A.Abramson の本「The History of Television」に

を待つのみとなった。そして２００９年２月１７日に

詳細に書かれていて、特許の殆どすべてを網羅している

正 式 に「Milestone」 の 受 賞 が 決 定 し た。 た だ し、 名

ように思えた。又、この著者は高柳先生に合い、インタ

前

ヴューも行っているために高柳先生の業績に多大な敬意

1941」に変わっていた。そして銘板に刻む文章は最終的

を払い、かなりのページ数をさいて先生の業績について

に「Professor Kenjiro Takayanagi started his research

記述している。

program in television at Hamamatsu Technical College

従って、高柳先生の業績を証明する資料はこの「The

が「Development of Electronic Television, 1924 –

(now Shizuoka University) in 1924. He transmitted an

History of Television」のみで充分であるが其の他に先

image of the Japanese character

イ (i) on a cathode-

の「静岡大学テレビジョン開発史」、テレビジョン学会

ray tube on 25 December 1926 and broadcast video

編の「テレビジョン技術史」、論文、特許などを挙げて

over an electronic television system in 1935. His

おいた。又、高柳記念未来技術創造館のパンフレットや

work, patents, articles, and teaching helped lay the

生誕１００周年記念テープなども活用させてもらった。

foundation for the rise of Japanese television and

高柳先生の業績の評価という点に関しては多数の受賞が

related industries to global leadership.」と決まった。

ある。文化勲章を始め学会や逓信省などからの表彰、第

この「Milestone」の受賞は日本では１０番目であり

１回世界テレビジョン祭での表彰、動画・テレビジョン

大学では東北大通研の「八木アンテナ」、大阪大学「自

工学協会の名誉会員などである。

動改札システム」に次ぐものだそうである。この受

このような内容で「Nomination Form」を書き始め

賞に至るまでに種々の有用な助言をいただいた IEEE

ていたとき、２００８年５月１６日（金）に History

History Committee 日本支部の大野栄一氏、本学出身の

Center の Staff Director で あ る Dr. Geselowitz が 来 日

松本栄寿氏、名古屋支部の大久保仁教授、古橋武教授に

－ 117 －

感謝致します。又、英文をチェックしていただいた本

がりと世界に於ける評価なしには成り立たない時代を迎

学国際交流センターの John Matthews 先生、Kenneth

えている。このような観点から本研究所は「光・画像科

Groger 先生に感謝致します。

学技術」分野における世界的研究拠点の形成を目指さな

この賞の受賞条件に「盛大な受賞記念式典」を開催す

ければならない。
法人化後の本研究所の主な活動を振り返ると次のよう

ることが義務付けられているので１１月１２－１３日に

になる。（１）「浜松地域オプトエレクトロニクスクラス

記念式典と記念シンポジウムを行った。

ター」事業。この事業は平成 14 年度から発足した。こ
の事業には本研究所から主要な研究メンバーとして参画

静岡大学電子工学研究所の研究教育活動に対
する自己評価報告書の刊行に際して

し、高性能イメージングデバイスや元素識別Ｘ線イメー
ジングデバイスの開発に成功し、事業評価において全国
第 2 位に評価された。又、この事業の成果により、文

第 10 代所長

福

田

安

生

部科学大臣賞が川人祥二教授に授与された。（２）21 世
紀 COE「ナノビジョンサイエンスの拠点創成」（拠点

2007 年で電子工学研究所創立 42 年目を迎える。又、

リーダー：三村秀典教授）事業を研究所が中心となり平

国立大学法人静岡大学附置電子工学研究所として 3 年が

成 16 年に獲得した。本事業において数々の業績をあげ、

経ち、中期目標・中期計画の半ばを迎えることになった。

平成 18 年度における中間評価ではＡランクの評価を受

本研究所の評価に関しては平成 14 年の外部評価以来、4

けた。これらの業績のなかで田部道晴教授が「高柳記念

年が経過した。従って、中期目標・中期計画の折り返し

賞」を受賞した。

点を迎えるにあたり、自己評価をおこない、中期目標を

このように「ナノビジョン」関係で優れた成果をあげ

どれだけ達成しているか、後半の目標に向かってどのよ

ていることから、従来の「ナノビジョン研究推進セン

うに努力すべきかを省みることによって、今後の目標達

ター」を「国際ナノビジョン研究センター」に改組し、

成に向けての資料とするために、自己評価報告書をまと

この分野における世界拠点を形成することにした。又、

めた。

研究所内の各研究室にある汎用性の高い「ナノデバイス

法人化後、研究所の役割は従来と大きく変化した。即

作製装置」「ナノデバイス加工装置」「ナノデバイス評価

ち、大別して（１）学術の推進、（２）社会貢献、（３）

装置」を集約し、学内外との共同研究の接点にするため

国際化、であろう。（１）においては特に地域や伝統を

に「ナノデバイス作製・評価センター」を平成 18 年度

考慮して特色ある学術の研究が求められている。本研究

に設立した。今後はこの「ナノデバイス作製・評価セン

所は高柳健次郎以来のテレビジョンの研究から発展し

ター」に最新の装置を導入し、世界をリードする先端研

て、光・画像科学の分野において多大の貢献をしてきた。

究を推進する。

旧来の「画像科学技術」は光線（光の束）や電流（多数

産官学連携に関しては現在個々の所員がそれぞれ共同

の電子の流れ）を基礎に形成されてきたが、我々は光

研究や委託研究を行っているが組織的な連携はごく最近

子、電子の１個を制御することによりこれまでと全くコ

始まったばかりである。この 2 - 3 年、地域企業と研究

ンセプトの異なる「画像科学技術」、即ち、「ナノビジョ

交流会を行って来たが、今後これまでの交流を基礎にプ

ン科学技術」を構築することを目標に研究活動を行って

ロジェクトを組めるようにしていきたい。浜松周辺の大

いる。（２）は特に法人化後に強調されている点である。

学、工業技術センターとも現在研究交流関係を構築中で

我々の研究費は国民の税金で賄われていることを考慮す

あり、なんらかのプロジェクトを組めるようにしたい。

ると我々の研究成果は国民に還元されなければならない

この 10 数年間「外国人客員教授部門」を利用して 30 数

し、我々の研究活動は国民の前に透明でなければならな

人の客員教授を世界から迎え共同研究を行ってきた。こ

い。又、科学技術によって、産業の振興に寄与すること

れらの成果から大学間、部局間協定が締結されてきた。

により国民生活の向上にも貢献しなければならない。こ

又、ワルシャワ工科大学との協定によるダブルディグ

のような観点から地域に於ける産官学の連携も求められ

リー制度に基づく学生を迎えている。今後、これらの実

ている。（３）についてはこれまでにも研究所は多数の

績を生かし海外大学、研究機関と組織的な研究交流を活

留学生や外国人研究者を受け入れ、教育、研究の分野で

発化させ「ナノビジョン」研究の世界拠点を形成する計

貢献をしてきた。これらの活動に加え、研究所の研究活

画である。このためには本研究所で得られた成果を世界

動を世界に広げることが求められている。即ち、グロー

に積極的に発信する必要がある。このような観点から 3

バリゼイションの時代においては研究活動は世界的な広

年に 1 回この分野の国際会議を開催する計画である。
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以上の観点から過去 5 年間の研究所における成果、活動

平成１８年度（導入済み）

をまとめ、点検して後半の中期目標・中期計画を達成す

電子線描画装置：電子線を用いてナノサイズのデバイス

るための反省材料とするとともに、第２期中期目標・中

を基板上に描画し、ナノデバイスを作製する。

期計画の設定に向けて努力していきたい。

ナノ構造清浄化装置：上記装置を使用してナノレベルの

平成 19 年 3 月 31 日

加工を行った後、発生した加工屑を各種化学薬品を用い
て除去する装置。

自己評価報告書作成委員会

平成１９年度以降

福

田

安

生

ナノ加工エッチング装置：基板上にナノサイズのデバイ

早

川

泰

弘

スを描画した後、不必要な部分をダメージなしに原子レ

三

村

秀

典

ベルで削り取り、デバイス構造を完成させる装置でデバ

和

彦

イスの性能に大きく影響を与える。

健

司

ナノ構造評価装置：上記方法で作製したナノデバイスが

徹

設計どうりに作製されているかどうか、形状をナノレベ

則

ルで観察する装置

格 （事務長）

ナノデバイス材料評価装置：ナノデバイス作製に用いる

原
村

上

青

木

古

田

牧

田

雅

材料の物性を調べ、新規な物性を探索するとともに新デ
バイス開発へ繋げる。

電子工学研究所「ナノデバイス作製・評価セ
ンター」の設置（平成１８年１２月）

精密酸化炉：ナノデバイスに用いられる絶縁膜は数ナノ
メートルの厚さになりつつある。このような極薄酸化膜
を精密に形成する酸化炉。

第１０代所長

福

田

安

生
[ 効果 ]
「ナノデバイス作製・評価センター」を設置することに

設置の概要
先端「画像ナノエレクトロニクス」の研究に必要なナノ

より全学のナノデバイス関係研究者がナノデバイスの精

デバイス作製装置、ナノ加工（ナノプロセス）装置、評

密化及び作製プロセスの効率化をはかることが出来る。

価装置を新規購入するとともに各研究室で管理している

装置類をセンターに集約化することにより、共同利用・

他のナノデバイス作製・評価装置などを集中管理し、産

共同研究が可能となり研究効率の向上に貢献する。又、

官学に開放し、産官学連携を強化するとともに地場産業

地域の研究・開発部門従事者に開放することにより、産

の活性化に寄与するナノデバイス作製・評価センターを

官学共同研究の進展を可能にする。

設置する。センター用の部屋は研究所が提供する。
目的、装置の概要及び効果
[ 目的 ]
「画像ナノエレクトロ二クス」の研究拠点を目指す当
研究所やナノデバイスを研究する学内の研究者にとっ
て、それを作製、評価できる先端的な作製装置、加工装
置、評価装置は今後の研究発展のため必要不可欠であ
る。従って、本研究所内にナノデバイス作製装置、ナノ
加工 ( ナノプロセス ) 装置、評価装置などを新規導入す
る。又、装置類の効率的活用をはかるため、各研究室で
管理している汎用性の高い作製、加工、評価装置などを
集約・管理し、広く学内外に開放する「ナノデバイス作
製・評価センター」を設置する必要がある。又、浜松工
業技術センターと装置の補完関係を強化する。
[ 導入装置の概要 ]
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静岡大学大学院博士後期課程

静岡大学大学院博士前期課程

電子科学研究科

理工学研究科

青山

聡

石原純二

殿

殿

平成 18 年 5 月 日

平成 18 年 5 月 日

静岡大学

静岡大学

電子工学研究所

電子工学研究所

所長

所長

福田安生

福田安生

堀井賞について
研究者の卵である大学院院生のモチベーションを向上さ
せるために研究所独自の表彰制度を構築することにし
た。種々考えたが初代研究所長であった堀井隆教授の名

HORII AWARD
To
Mr. Zainal Arif Burhanudin

前にちなんで「堀井賞」とすることに決め、ご遺族の了
解を取り２００６年５月に第１回の受賞式を行った。こ
の表彰制度は現在も存続している。

The Graduate School of Electronic
Science and Technology
Shizuoka University
May, 2006

Yasuo Fukuda
Director, Professor
Research Institute of Electronics
Shizuoka University
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COE「ナノビジョンサイエンスの拠点創成」
への 5 年間の取り組み

ち入ることのできなかった極限的微小時間・空間分解能
での物質・事象の画像化、未開拓の波長域による原子・
分子の識別透視画像化などの新しい学術的基盤「極限画

拠点リーダー

三

村

秀

典

像科学ナノビジョンサイエンス」の構築を目指して、新
たな拠点化を図っていく予定です。
最後に，21 世紀 COE「ナノビジョンサイエンスの拠

静岡大学 21 世紀 COEI ナノビジョンサイエンスの拠
点創成」がスター卜したのは、平成 16 年 9 月でした。

点創成」の事業を推進する過程で産業界や大学等多くの

本プログラムは、高柳健次郎を起点とするテレビジョ

皆様方よりご指導・ご支援を賜りました。ここに心より

ン技術発祥の地、本学浜松キャンパスにおいて、「画像

感謝を申し上げますとともに皆様方のご健勝とご活躍を

工学」を「光子・電子のナノ領域制御」を用いて革新

祈念いたしまして、5 年間の取り組みを終えるにあたり

し、新学術分野「ナノビジョンサイエンス」の拠点創

ましてのご挨拶とさせていただきます。

成と、この分野でフロンティア精神にあふれる研究者・
技術者の育成を目指したものです。また、ピクセル ( 画
素 ) にナノ構造を内包した極限的高精細、および 1 光子

21 世紀 COE プログラムを振り返って

の無雑音検出が可能な極限的高感度を追求して「ナノビ
ジョンサイエンス」という新しい画像科学の学問体系を

名誉教授

中

西

洋一郎

築くことを目的としました。約 5 年聞の事業推進を通し
て、研究面では、「共振器付蛍光体」、「微小球の光学基

１．COE の採択から中間ヒアリングまで

礎」、「無雑音撮像回路」、「高エネルギ一線による元素識

COE は Center of Excellent の略で 21 世紀 COE プロ

別撮像」、「単電子転送とフォトン検出」、「忠実色再現技

グラムと言うのは国内のいくつかの大学に研究拠点を形

術」など、「ナノビジョンサイエンス」の学術的基礎を

成し，世界トップの研究成果をもたらすことを目的とし

築くことができました。また、博士課程修了生 43 名を

て文科省により設定されたものです。本学の拠点の名称

学界・産業界に輩出することができました。これら教育

は「ナノビジョンサイエンスの拠点創成」でありまし

研究に対して高い評価をいただいており、約 40% の学

た。平成 16 年の採択を目指して提出された申請書の目

生が受賞するなど、当初の目標を達成できたと考えてお

的は、「本プログラムは、高柳健次郎を起点とするテレ

ります。また、新しい画像科学の学問体系を築くため、

ビジョン技術発祥の地、本学浜松キャンパスにおいて、

教科書「ナノビジョンサイエンス」を出版 (H21 年 3 月 )
しました。

「画像工学」を「光子・電子のナノ領域制御」を用いて
革新し、新学術分野「ナノビジョンサイエンス」の拠点

本 COE では、数々の新しい取り組みを行いました。

創成を目指すものである。

若手の討論能力、研究企画力等を高めるため、若手の研

「画像工学」は、これまでは光子・電子の統計集団的

究成果発表の場として開始した、毎週月曜日に実施して

な性質を利用するマクロな制御を基盤としてきた。しか

いる Monday Morning Forum は、すでに 155 回を超え

し、その延長線上には、さまざまな原理的限界が横たわ

る実績があります。また、欧州、13 大学との間で博士

り、根源的な学術基盤の変革なくしては将来の発展は見

課程に特化したダブルディグリープログラム (DDP) を

込めない。本プログラムでは、世界に先駆けて個々の光

実施し、日本でほとんど例のない博士課程 DDP 学生を

子・電子のナノ領域制御を画像工学に導入し、これによ

輩出しました。ナノビジョンサイエンスのコンセプトを

り、旧来の学問を一新させるナノ蛍光体レーザ発光、１

普及させるとともに、主に企業で研究開発に携わる研

光子の無雑音固体素子検出、ナノ空間のフォトン操作な

究・開発技術者とともに、共同研究や人的交流の促進の

どよりなる新学術分野「ナノビジョンサイエンス」を創

ための活動として「ナノビジョン研究会」を立ち上げ研

出することを目的とするとあります。

究会を開催するとともに、研究成果の社会還元を目的と

この申請がめでたく採択されて COE がスタートしま

し「COE ニュースレター」を年 3 回発行のベースで発

した。しかし，この採択に至るまでの道のりは平坦で

刊しました。

はありませんでした。実は，平成 14 年度，15 年度も申

本報告書は、21 世紀 COE「ナノビジョンサイエンス

請しましたが，採択されませんでした。しかし，電研の

の拠点創成」の 5 年間の活動の成果をまとめたもので

ステータスとして，COE 採択は何としてでも勝ち取ら

す。今後は、これら研究教育成果を踏まえて、科学技術

なければならないとの意識の下，COE リーダー候補者

の発展に資することを目指して、従来の画像技術では立

である三村秀典教授を中心として，15 年度不採択の知
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らせの後すぐに何人かのメンバーでチームを形成し，16

んのお仕事が如何に大切なものであり，優れた能力の持

年度の申請を目指しました。時には土曜日とか日曜日で

ち主である小林さんに正にうってつけの任務であるこ

も研究所の一室に集まって議論を重ねたそうです。

と，お人柄もどんなにか素晴らしい方であることなどを

採択に伴ってリーダーになった三村先生は「平成 14,

お話ししまた。
スタート時の COE のメンバーは 14 名でした。これ

15 年度の申請の準備は大変甘かった，何をやろうとし
ているかが見えていなかった。やはり大きなものを目指

を「光の放射班」，「光検出班」，「光情報処理・伝搬班」

そうとしたら，そのための準備もこれ以上ないと言うく

（後に「光のヒューマンテクノロジー班」に改称）の

らいまで練り上げなければならないことがよく分かっ

三つの班に分けて運営するようにしました。これにさ

た。」と語ってくれました。

らに「統括班」なるものを組織し，各班の運営状況を

さーいよいよスタートです。しかし，スタートに当

把握すると共に，COE 全体の活動の活性化を図りまし

たって難問が一つ立ちはだかりました。この COE の運

た。平成 16 年度の経費使用実績を見てみると，COE

営に当たりましては，専任のマネジメント教授をおかな

補助金 88,000 千円，学内経費 6,658 千円，それぞれの

ければなりませんでした。しかも，現役の教員でなけれ

内訳は COE 補助金では人件費（COE 特別研究員 2 名，

ばなりませんでした。その時の所長である渡辺健蔵先生

COE 奨励研究員 10 名），若手研究者研究経費，事業推

とリーダーの三村先生は困りました。そして，考えに考

進費，旅費，設備備品費，学内経費ではプレ COE 研究

えた末，たどり着いた結論は，私に白羽の矢を立てるこ

員雇用経費，ニュースレター作成費，国際シンポジウ

とでした。三村先生の殺し文句は「静大の卒業生とし

ム経費等，経費にも現在と比べるとかなり恵まれてい

て，また電研の生え抜きとして，恩返しのつもりでマネ

て，COE 全体が活気に漲っていました。一方で，静岡

ジメント教授に就任して欲しい」とのことでした。その

大学としても本 COE プログラムを全学的に支援すべく，

頃の私は，定年を 3 年後に控えていて，最後の研究課題

COE 本部会議，統括班会議，COE 事務室の 3 階層型支

として「電界放出ディスプレイへの応用を目指した高輝

援体制が確立されていて，大学としても全面的にバック

度薄膜蛍光体の低温プロセスによる形成」というテーマ

アップしていました。

で波に乗っているときでした。研究者としてこの期は絶

２．中間評価，COE 成果発表会，国際シンポジウム開

対に逃してはいけない，との思いでいました。しかし一

催

方で，私も電研には人一倍どころか人十倍も百倍もお世

前節で述べましたように，COE 全体が活発に運営さ

話になったと思っておりましたので，何とかしたいとの

れていて，初年度の平成 16 年度から毎年 COE と高柳

思いもありまして，本当に悩みました。私の研究の状況

記念シンポジウムの共催により国際シンポジウム等を開

を率直に申し上げました。マネジメント教授は研究を

催しました。そして，最初から分かっていたことです

行ってはいけないという決まりになっていましたが，両

が，2 年経過した時点で中間評価を受けることになって

先生に引き受ける場合の条件として，一つは後任の教授

いまして，平成 18 年の 2 月頃に 21 世紀 COE プログラ

として，光物性，ディスプレイに関係した研究者である

ム委員会から正式に中間評価のためのヒアリングの日程

こと，もう一つは，本当は明かしてはまずいことです

の通知が送られてきました。それによりますと，平成

が，研究もある程度続けさせてほしいと言うことを申し

18 年 5 月 10 日 7 番目と言うことになりました。当日は

上げました。それに対して渡辺先生も三村先生も了承し

三村リーダー，田部先生，川人先生そして私がヒアリン

ていただけるとのお返事でしたので，引き受けることに

グに臨みました。その結果は同年の 10 月初めに送られ

しました。

て来ました。内容は「当初計画は順調に実施に移され，

マネジメント教授も一件落着し，COE 室も用意され

現行の努力を継続することによって目的達成が可能と判

（現在の総務係室の西隣），事務方も研究協力係から専任

断される」とのことでした。恐らく一番上の評価だと思

の事務員として，小林靜乃さんが着任されました。浜松

われます。悪くても二番目の評価です。これぞ三村リー

キャンパスでのお仕事は初めてでした。現在国際交流セ

ダーをはじめとして，上に述べましたように，みんなが

ンターでご活躍の方です。聡明な方で，仕事をてきぱき

全力で協力した結果だと思います。みんなで大いに喜び

と処理され，そして大変明るく，私のように頭の回転が

ました。但し，喜んでばかりはいられません。本 COE

鈍い者にとりましては本当に頼もしい存在でした。小林

が掲げた当初の目標を達成するためにはまだまだ頑張ら

さんが着任早々結婚されることになり，その結婚式と披

なければなりません。

露宴に私が招待され，祝辞を述べるという大役を仰せつ

それはそれとして，この評価を基にして，この年の

かりました。新しい任務に取り組もうとしている小林さ

10 月に東京で成果発表会を開催することになりました
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（尤も，その前から準備はしていましたが）。具体的には

本学の 21 世紀 COE プログラム「ナノビジョンサイ

平成 18 年 11 月 20 日に東京ガーデンパレスにて成果発

エンスの拠点創成」は最初に述べましたように，14 乃

表会と交流会を開催することにし，メンバーにも発表の

至 15 名の教員（メンバー）で構成され，3 班に分かれ

準備を依頼しました。プログラムとして当日は来賓とし

て運営が行われました。しかし，このことはややもする

て「文部科学省

高等教育局・大学振興課 大学改革推

とそれぞれの分野が異なる班同志の意思の疎通が損なわ

進室長」の伊藤学司様にご出席いただき，お言葉をいた

れる危険性が心配された。また，それぞれの班でどの様

だきました。次いで COE メンバーが各班に分かれて一

な学生がどの様な研究をしているかについての情報も共

人 10 分の持ち時間で各自の成果を発表し，交流会にお

有されないことになる可能性もある。そこで，COE が

いてもパネルを展示し，グラスを傾けながらディスカッ

1 年を経過したところで，田部道晴教授から，毎週月曜

ションも行いました。成果発表についてはいろんなルー

日の 9:00 から 10:00 までの 1 時間をそれぞれの研究内容

トを通じて事前に広報を行ったこともあって多くの方々

の紹介と学生の研究の進捗状況の発表場に使用でないか

が聴きに来て下さり，大成功でした。写真 1 は交流会で

とのご提案があり，早速それを実行することにした。こ

の一コマです。元電研所長でありました島岡先生もご出

の発表会は「Monday Morning Lecture (MML)」と名付

席下さいました。また，中間評価を契機にナノビジョン

けられました。会場は電研の会議室が使用されました。

研究会を設立することとし，この成果発表会の席でその

記念すべき第 1 回は平成 17 年（2005 年）4 月 18 日（勿

ことを宣言し，成果発表会の終了の前に，PR を行いま

論月曜日）に開催され，発表者は当時田部研究室の特別

した。その際，浜松ホトニクス株式会社副社長の大塚様

研究員であった Ratono Nuryadi さんでした。タイトル

と当時 NHK 放送技術研究所の所長でありました谷岡様

は「Detection of single-electron tunneling and single-

にこの研究会の推薦を行っていただきました。写真 2 は

photon in the two-dimensional silicon multidot field-

多くの出席者を前に推薦を行っていただきました谷岡様

effect transistors」でした。写真 4 はその時の発表の様

です。この COE が終了するまでの 2 年と少しの間に数

子です。Ratono さんはインドネシアに帰国後も研究者

回東京の田町にあります「キャンパスイノベーション

として大いに活躍しておられ，平成 27 年 8 月から 11 月

センター (CIC) 東京」にてナノビジョン研究会を開催し

末まで，電研の外国籍のための正式の客員教授として滞

ました。内容としては，特別招待講演 1 件と COE メン

在されています。その後，この MML は COE 終了後も

バー 5 名程度の研究発表，それと懇親会での若手研究

創造科学技術大学院・ナノビジョン工学専攻の 1 科目と

者・学生によるポスタープレゼンテーションから成って

して，名前を Monday Morning Forum (MMF) に変え

いました。写真 3 は研究発表時の一コマです。このよう

て現在なお連綿と続けられています。昨年の 10 月には

な充実したことが行われていた時期もあったのです。

第 300 回を迎え，今年（平成 27 年）4 月には 10 周年を

一 方， 平 成 19 年 2 月 に は 本 学 COE プ ロ グ ラ ム の 若

迎えました。創造科学技術大学院の院長であった永津雅

手研究者のためのワークショップ (Inter-Academia for

章先生や田部先生によれば，文科省への国費の優先配置

Young Researchers Workshop 2007, IAY-2007) も開催

等の申請の際にこの MMF の存在が大変役に立ってい

されました。また，韓国の釜山大学や中国の南海大学

るとのことでした。写真 5 は MMF 第 168 回後の平成

との間で学生を中心としたシンポジウムが開催されま

21 年 11 月 16 日の中間発表会での一コマです。
以上，COE について振り返りましたが，この 21 世紀

した。これは後に釜山大学との間の「日韓学生ワーク

COE プログラム「ナノビジョンサイエンスの拠点創成」

ショップ」に発展し，2013 年まで続きました。
このように東京で成果発表会を開催したり、多くの国

は活気を呈し，後の知的クラスターやインターアカデミ

際シンポジウムを開催したりできたのは，14 名乃至 15

ア，DDP プログラムへと発展するきっかけを作ったと

名の COE メンバーが積極的に参加し，COE が目指す

も言える重要なプロジェクトであったのではないでしょ

ところを理解して，COE を盛り上げようと活動した結

うか。
なお，私は平成 19 年の 3 月を以て定年を迎えたので，

果であります。静岡大学としてまた電子工学研究所とし
て初めての拠点となる大型プロジェクトであったことに

4 月からは国井崇氏に引き継ぎました。また，事務の方

よるかもしれませんが，大型のプロジェクトを成功させ

も平成 18 年度からは田中理恵さん（現在は東海林理恵

るためには，メンバーが積極的に参加し，連携してプロ

さん）に交代しました。

ジェクトを盛り上げようという意識が不可欠であること

COE 終了後，2009 年 11 月に出された事後評価は「設

を示したものと思っています。

定された目的は十分達成された」で，これも中間評価と

３．MML, MMF について

共に高い評価でありました。これも偏に三村リーダーを
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始めメンバーの皆さんの弛まないご努力の賜物だと敬意
を表します。ただ，コメントの中に「しかしながら、中
心課題の一つと考えられるナノ蛍光体レーザー発光の有
効性や、ヒューマンテクノロジーの展開などについて
は、今後の開拓に期待したい。」があったことを付け加
えておきます。

写真 4

MML・MMF 記念すべき第 1 回の Ratono
Nuryadi さんのご発表 (2005.04.18)

写真 1

情報交換会での一コマ (2006.11.20)

写真 5

MMF 中間発表での一コマ (2009.11.16)

電子工学研究所の６年間（第 1 期中期計画期
間）の活動のまとめ
第 11 代所長
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平成 16 年、法人化によって国立大学法人静岡大学電
子工学研究所として発足した当研究所は、「感性豊かな
光・画像コミュニケーションの実現」を 21 世紀の研究
課題として位置づけ、これを実現するために、旧来の電
子・光子の集団的取り扱いとは異なり、個々の電子・光
子を取り扱う新しい画像科学「ナノビジョンサイエン
ス」を提案しました。その後、研究所は「極限画像科学
（advanced nanovision science）」を進めることにより、
「光・画像科学分野の世界研究拠点」となることを目標
としております。
上記研究目標を達成するため、平成 16 年度より「ナ
ノビジョン研究推進センター（現在は、国際ナノビジョ

写真 3

ナノビジョン研究会での研究発表時の一コマ

ン研究推進センター）」「ナノデバイス材料部門」「新領
域創成部門」の 1 センター、2 部門の研究体制としまし
た。また平成 19 年には、附属施設としてナノデバイス
作製・評価装置を集中管理し、広く内外の研究者に開放
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することを目的に、「ナノデバイス作製・評価センター

研究実績・質では他大学の附置研・センターに決して引

（現在は、浜松キャンパス共同利用機器センターに所属。

けを取っているわけではありません。その証拠に、「極

研究所が主に管理運営をしている。）」を設立しました。

限画像ナノビジョンサイエンスの研究」は文科省特別教

その他、研究所には技術部と事務系組織があります。

育研究経費（平成 21 ～ 25 年度）に採択され、引き続き

研究面で、特筆すべきことは電研の教員が中心とな

推進されています。ただし、電研にしかない特色のある

り、大学院博士課程教員と協力して申請した 21 世紀

装置の導入など、研究の質と量・装置・資金いずれをとっ

COE プログラムが平成 16 年に採択されたことです。本

ても真の世界拠点になる必要があると感じています。
中期目標の達成評価に関しては、電研から国立大学法

プログラムは、新学術分野「ナノビジョンサイエンス」
の拠点創成とこの分野でフロンティア精神にあふれる研

人評価委員会に提出した学術面での研究論文 SS（卓越

究者・技術者の育成を目指したものです。約 5 年間の事

した水準にある）は 5 件、S( 優秀な水準にある ) は 7 件

業推進を通して、研究面では、「集束電子線源」、「無雑

で、ほとんどがその水準にあると認められています。工

音撮像回路」、「高エネルギー線による元素識別撮像」、

学部・工学研究科、創造大学院からもこれらの論文は重

「単電子転送と単光子検出」など、「ナノビジョンサイエ

複して提出されており、認定件数はいずれも電研分が半

ンス」の学術的基礎を築くことができました。また、博

数以上を占めており、学術面において大きく静岡大学に

士課程修了生 43 名を学界・産業界に輩出することがで

貢献しています。しかし、研究の水準評価は「研究活動

きました。これら教育研究に対して高い評価をいただ

の状況」「研究成果の状況」とも、「期待される水準にあ

き、約 40 % の学生が学会等で賞を受けることができま

る」、質の向上度は「相応に改善、向上している」であ

した。また、新しい画像科学の学問体系を築くため、教

り、「期待される水準を上回る」「大きく改善、向上して

科書「ナノビジョンサイエンス」を出版 (H21 年 3 月 )

いるまたは高い質（水準）を維持している」を第 2 期中

しました。事後評価では、「設定された目的は十分達成

期計画では是非獲得する必要があると感じています。

された」との最高評価を受けました。
また、電研の所員は、「次世代の産業・医療を支える
なイノベーション社会の構築」を目的とする、文科省知

異分野技術の融合による革新的画像工学創成
事業（特別教育研究経費）

的クラスター創成事業「浜松地域オプトロニクスクラス

平成２２年度

ター構想」、第Ⅰ期（平成 14 ～ 18 年度）および第 II 期

目標又は目的

超視覚イメージング」や「安全・安心・快適で持続可能

（平成 19 ～ 23 年度）の中心的メンバーを務めています。

関連学際技術を画像工学に融合させるため，国内外の関

知的クラスター第Ⅰ期は最高ランクの評価（評価 A）を

連学際領域の研究者と共同研究を実施し，革新的な画像

受け、電研の所員が文部科学大臣賞を受賞しました。

工学を創成する。

このように、研究面で際立った業績をあげてきまし

成果又は実施状況

たが、21 世紀 COE 後継プログラムであるグローバル

１．不可視情報画像化領域として，「Ｘ線イメージセン

COE プログラム（平成 21 年度）の獲得はできませんで

サを用いた半導体結晶成長過程その場観察」等７件の共

した。主な原因は、平成 21 年度の GCOE プログラムの

同研究プロジェクトを推進した。

募集分野が「学際・複合・新領域」しかなく、提案した

２．ホトニックイメージ領域として，「フォトニクス応

「極限画像ナノビジョンサイエンス」は募集分野に適合

用に向けたドーパント原子デバイス」等６件の共同研究

しなかったことです。審査結果には、「光電子工学、特

プロジェクトを推進した。

にイメージング分野における貢献が大きいという大学の

３．画像情報処理領域として，「広色域・高 DR かつ低

特徴を生かした計画であり、高く評価できる」「研究活

ノイズ次世代画像システムの基礎研究」等６件の共同研

動面においては、極めて優秀な研究者からなる集団であ

究プロジェクトを推進した。

り、研究成果も認められ、評価できる」と書かれてお
り、電気電子工学の募集分野があればと残念に思ってい

平成２３年度

ます。また、大学の附置研究所の多くは、平成 21 年度

目標又は目的

に共同利用・共同研究拠点に認定されましたが、電研は

関連学際技術を画像工学に融合させるため，国内外の関

認定されませんでした。認定されなかった理由は、共同

連学際領域の研究者と共同研究を実施し，革新的な画像

利用に資する大型の共同研究装置がないことです。審査

工学を創成する。

結果には、「研究の実績は評価できる」と書かれており、

成果又は実施状況
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１．不可視情報画像化領域として，「Ｘ線イメージセン

・川人祥二教授が第 24 回「中小企業優秀新技術・新製

サを用いた半導体結晶成長過程その場観察」等６件の共

品賞」において産学官連携特別賞を受賞、また、静大発

同研究プロジェクトを推進した。

ベンチャーである株式会社ブルックマンテクノロジの

２．ホトニックイメージ領域として，「フォトニクス応

「超高感度・広ダイナミックレンジ CMOS イメージセン

用に向けたドーパント原子デバイス」等５件の共同研究

サ」が、最高賞である中小企業庁長官賞を受賞した（平
.

プロジェクトを推進した。

成 24 年 4 月 11 日）

３．画像情報処理領域として，「動的再構成型ビジョン

・田部道晴教授が平成 24 年度科学技術分野の文部科

VLSI」等４件の共同研究プロジェクトを推進した。

学大臣表彰において科学技術賞（研究部門）を受賞し

特筆すべき成果：

た . 受賞業績名：「シリコンナノ構造を用いたドーパン

・「異分野技術の融合による革新的画像工学創成事業」

ト原子デバイスの研究」（平成 24 年 4 月 17 日）

の一環として行っているＮＨＫ放送技術研究所および
東北大学・電気通信研究所とのスーパーハイビジョン

平成２５年度

(SHV) 実現のための要素技術の開発研究において，最も

目標又は目的

中核となる SHV カメラ用イメージセンサの開発におい

１" エレクトロニクス・フォトニクス等の研究者コミュ

て，当研究所・川人教授により動きの速い被写体でも鮮

ニティとの共同利用・共同研究を通して，時間・空間分

明に撮影できるイメージセンサを開発することに成功し

解能，光強度，波長において極限性能を有するイメージ

た。図１はそのことを掲載した記事である。

ングシステムの構築を行うとともにイメージングシステ

SHV のイメージセンサは画素数がハイビジョンの 16

ムユーザーとの共同利用・共同研究

倍で，これまで高速で動作させることが困難であった。

を推進する。"

しかし今回，AD 変換回路や信号出力回路を新たに開発

成果又は実施状況

することによって，イメージセンサの高速動作を実現し

１．①時間・空間分解の極限性能イメージングプロジェ

た。

クトとして「蛍光性ナノクラスター粒子を用いた超高分

・東日本大震災に伴う原子力発電所の事故を受けて，当

解能イメージング法の開発」等 8 件の共同研究プロジェ

研究所・青木准教授らが携帯電話での放射能測定を可能

クトを推進した。

にする内蔵モジュールの開発に乗り出した。開発中の放

②光のダイナミックレンジ極限性能イメージングプロ

射線検出モジュールは，空気中のガンマ線全体の数値と

ジェクトとして「シリコンナノ pn 接合とその光応答」

ともに，半減期が約 30 年の放射線セシウムの値を携帯

の共同研究プロジェクトを推進した。

電話のディスプレイに表示できるようにする。サイズの

③不可視光領域極限性能イメージングプロジェクトとし

コンパクト化と量産体制の整備が急がれるところであ

て「中性子検出半導体を目指した BGaN 結晶成長メカ

る。

ニズムの研究」等 8 件の共同研究プロジェクトを推進し
た。

平成２４年度

④イメージングデバイス応用プロジェクトとして「ロ

目標又は目的

ボット把持制御のための光学式接触近接複合センシング

１．" 関連学際技術を画像工学に融合させるため，国内

デバイスの開発」等 12 件の共同研究プロジェクトを推

外の関連学際領域の研究者と共同研究を実施し，革新的

進した。"

な画像工学を創成する。"

特筆すべき成果：

成果又は実施状況

・青木准教授が平成 25 年度科学技術分野の文部科学大

１．不可視情報画像化領域として，「科学技術進展のた

臣表彰において科学技術賞を受賞した。文部科学省は，

めの放射線イメージングの展開」等 9 件の共同研究プロ

我が国の科学技術分野において顕著な功績をあげた者を

ジェクトを推進した。

対象として科学技術分野の文部科学大臣表彰を行ってい

２．ホトニックイメージ領域として，「フォトニクス応

る。青木准教授は，高柳記念未来技術創造館を拠点とし

用に向けたドーパント原子デバイス」等 4 件の共同研究

た本学学生を始め広く一般市民に対する科学技術の理解

プロジェクトを推進した。

増進に関する業績が認められ，平成 25 年度科学技術分

３．" 画像情報処理として，「動的再構成型ビジョン

野の文部科学大臣表彰において科学技術賞

VLSI」等 4 件の共同研究プロジェクトを推進した。"

門を受賞した。

特筆すべき成果：

賞業績名：「地域に開かれた展示館を拠点とした科学技
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理解増進部

術の理解増進」（平成 25 年 4 月 16 日）

れることです。これにより、コア教員とサブコア教員が

・寺西信一特任教授および橋口原教授が材料科学技術振

行っている先導的研究を学生教育により深く還元できる

興財団より平成 25 年度の「山崎貞一賞」を受賞した。

体制が整い、より大学附置研としてのミッションが果た

同賞は財団の初代理事長で，元 TDK 社長の山崎貞一氏

せるようになりました。

の功績をたたえ創設された。今年で 13 回目。寺西特任

電子工学研究所は、平成 25 年 4 月からイメージング

教授は埋め込みフォトダイオードを用いたイメージセン

デバイスの全国共同利用・共同研究所に選出されまし

サーの開発に成功。橋口教授は 2 人の研究者と共同でマ

た。また、平成 25 年に採択されました、地域資源を活

イクロマシン技術をバイオ・ナノ計測の実験系を開発し

用した産学連携による国際科学イノベーション拠点の中

た。（平成 25 年 10 月 4 日）

心的役割を果たすように求められています。今回の改組

・田部教授のグループが応用物理学会シリコンテクノロ

で、各研究科、特に工学研究科と強い協力関係ができま

ジー分科会論文賞を受賞した。これは当分野において，

した。今後、各研究科の力を借りながら、研究活動だけ

学術的価値の高い論文の著者全員に対して与えられる賞

でなく教育活動にも全力を尽くしたいと考えています。

（右写真は田部教授の場合）。贈呈式と受賞記念講演は，

（「佐鳴」より転載）

2014 春季応用物理学会講演会中に行われた。受賞論文
名，雑誌名 (Physical Review B)，著者名は右写真に記
載されている。（平成 25 年 3 月 19 日）

電子工学研究所の改組
第１１代所長

三

村

秀

典

電子工学研究所は新制国立大学初めての理工系附置研
究所として、1965 年に設立されました。以来、センシ
ングとイメージング分野で、最近はナノテクノロジー
を利用した画像科学分野の研究所として、21 世紀 COE
（center of excellence）や知的クラスターの中心的役割
を果たすなど、国内外に誇れる研究成果を上げてきまし
た。大学の附置研究所は、先導的研究を行い、それを教
育や社会に還元することが、ミッションです。しかし、
今までの電子工学研究所は、主に博士課程学生を対象と
する研究を通した教育では十分な成果を上げてきました
が、主に学部学生を対象とする講義を通した教育では必
ずしも十分な役割を果たしてきたとは言えません。学生
への更なる教育の質の向上が望まれている今、研究所教
員がより学生教育へ入っていくことは静岡大学に取っ
て望ましいことだと考えられます。そこで、平成 25 年
4 月工学部の改組に伴い、電子工学研究所も大きく改組
することになりました。従来の研究所の教員全員を一旦
研究科所属とし、その中から研究所の目指す分野で研究
活動に優れるコア教員 10 名とサブコア教員 20 名前後を
役員会が選出することになりました。特徴は、研究科や
学部教育には、コア教員、サブコア教員共に研究科教員
と区別なく参画すること。一方、コア教員は研究科・学
部での管理・運営業務を可能な限り免除され、またサブ
コア教員は研究所の管理・運営業務を可能な限り免除さ
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平成２６年度部門、分野（２５年度組織改正）
の構成員と研究テーマ

イメージングデバイス分野

ナノビジョン研究部門
三次元モデリング・ノイズシミュレーション分野

左より、川人祥二教授、香川景一郎準教授、安富啓太助
教
イメージングデバイス分野では、イメージング ( 撮像 )
における極限的性能の追求と従来にない新機能の実現を
目指し、イメージングに関する新しい計測・信号処理ア
ルゴリズム、デバイス、回路、システムについて基礎
から応用まで幅広く研究を行っている。特に CMOS イ
メージセンサにおけるピクセルから周辺回路までのデザ
インの自由度の高さに着目し、生物科学、宇宙科学、材
料科学等の科学計測、産業計測、医学・医療、公共イン

左から、井上雄太（学術研究員）、浅井秀樹教授、関根

フラ、輸送機器、民生機器等で必要とされる新しい機能

惟敏（学術研究員）

と未開拓の性能を実現するイメージセンサと応用システ
ムの開発を進めている。また、すべてのテーマは、実用

本分野では、次世代高速伝送電子回路設計のための

化につながるデバイス開発を目指しており、研究テーマ

モデリング / シミュレーションおよび設計最適化技術

の多くは、企業や他大学の研究室等との共同研究（産学

に関する研究開発を行っています。従来の高集積化技

連携・異分野連携）により行われている。

術の限界から、昨今、積層型三次元集積回路技術をはじ
めとする新しい技術に注目が集まっています。今後、特
に、信号・電源品質の完全性（SI/PI: Signal and Power

ビジョンインテグレーション分野

Integrity）を考慮した回路設計に加えて、様々な物理
現象が混在したシステムの協調設計が不可欠であると言
われています。例えば、三次元設計では、回路の電気的
な動作検証だけでなく、三次元空間を伝播する電磁波ノ
イズ（EMI: electromagnetic interference）の影響を含
めた適切なモデリング技術が重要となります。結果とし
て、数値モデルは大規模複雑化し、シミュレーションの
計算コストが莫大となる傾向が顕著となります。浅井研
究室では、大規模回路／電磁界シミュレーションを高速
に行うための数値解析技術の研究、及び SI/PI/EMI シ
ミュレータの開発を行なっています。また、クラスタや
クラウド計算機環境を利用した並列分散処理、及びマル
チコア CPU や GPU(Graphics Processing Unit) を利用

上左から、三村秀典教授、橋口原教授、青木徹教授

した高並列計算などのハイパフォーマンス・コンピュー

下左から、根尾陽一郎准教授、伊藤哲準教授、杉山達彦

ティングを活用することで、シミュレーションの高速化

特任助教

と設計最適化を実現しています。さらに、世界最高性能
のシミュレータの構築と産業界への貢献を目指していま
す。

本分野ではナノビジョンサイエンスとその応用のため
デバイス、システムの研究を進めている。真空中の電子
という理想に近い状態でのデバイスを目指して真空中に
電子を放出する素子やアプリケーション・半導体量子構
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造におけるスピン制御の研究から、MEMS 技術による
トランジスタやエレクトレットデバイス、フォトンカウ
ンティング検出やこれを用いたフォトンカウンティング
X 線 CT システム、さらにこれらを表現する画像処理や
解析表示に至るまで、個々の光子・電子のナノ領域制御
を画像工学に導入したナノビジョンサイエンスによる革
新的画像科学技術の研究を進めている。

左から、鈴木久男教授、脇谷尚樹教授、坂元尚紀助教
我々ナノマテリアルインテグレーション・ラボ研究グ

極限デバイス研究部門

ループでは、薄い膜と小さな粒子（ナノマテリアル）の

ナノシステム集積化分野

構造制御による優れた性質の実現を目指した研究を行っ
ている。

マテリアルサイエンス分野
左から、猪川洋教授、小野篤史准教授、佐藤弘明助教
我々は、ナノメートル寸法の光・電子デバイスを超低
消費電力で高速な回路・システムや超高感度で高機能な
センサー・システムとして集積化し、情報通信社会の持

左から、早川泰弘教授、原

続的な発展やイメージング技術の高度化に貢献すること

リバナンドハン助教

和彦教授、ムカンナン・ア

を目的として研究を行っている。
マテリアル

サイエンス分野では、新しいエネルギー

関連（熱電変換、光電変換、熱光起電）材料の開発、混
晶半導体結晶成長機構解明のための微小重力環境下実験

ナノデバイス分野

と結晶成長その場観察実験を行っている。また新しい光
源やディスプレイの開発を目指して、発光材料の合成・
結晶成長とその応用に関する研究に取り組んでいる。

左から、田部道晴教授、ミゼイキス・ビガンタス教授、

生体膜ダイナミクスイメージング分野

池田浩也准教授
現

在、多くの先端電子デバイス・光デバイスは、高密

度化、省電力化、高機能化に向けてナノメータサイズの
超小型デバイス開拓の真っただ中にある。ナノメータ領
域のデバイス研究は、単に寸法の縮小にとどまらず、新

左から、山崎昌一教授、粟井光一郎准教授、岡俊彦講師

たな量子力学的物理現象が発現し、これによってデバイ
ス動作原理の革新へと結びつくものである。本分野で

本分野では、生体膜、蛋白質や細胞などの生体分子集

は、我々 3 名の教員が、それぞれ、エレクトロニクス、

団の構造・機能・ダイナミクスの新しいイメージング法

フォトニクス、熱電デバイスの領域において、ナノデバ

の開発とそれを駆使した生体分子集団のダイナミクスの

イスとその物理に関する幅広い領域の研究を進めてい

素過程の解明により、生体系を支配する物理法則や設計

る。

原理を明らかにする研究を行っている。ペプチド / タ

ナノマテリアル研究部門

ンパク質などの外来分子と生体膜の相互作用や生体膜

ナノマテリアルインテグレーション分野

のダイナミクスの解明のために、直径 10 μ m 以上の生
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体膜 1 枚からなる巨大リポソーム (GUV) を用いた「単

生体医療計測分野

一 GUV 法」
（図 1）を開発している。単一 GUV 法では、
生体膜の機能やダイナミクスのイメージングを行い、統
計的な解析よりそれらの素過程の速定数を求めることが
できる（図 2）。単一 GUV 法を用いて生体膜の機能やダ
イナミクスの素過程やメカニズムを解明する研究を行っ
ている。また、生体膜のナノメータースケールの構造変
化や相転移を明らかにする研究も行っている。生体膜の
キュービック相と液晶相間の相転移が静電相互作用で起
こることを発見し、そのメカニズム等を研究している
（図 3）。
粟井研究室では，シアノバクテリア ( 図 4) などの光
合成生物を利用した膜脂質の生理機能，有用物質生産に

上左から、杉浦敏文教授、庭山雅嗣准教授
下左から、佐々木哲朗特任教授、神原

大特任准教授

関する研究を行っている。
岡研究室では X 線回折・散乱法を用いた新たな測定法

多くの先端工学が現在の医療現場（手術室、臨床検査

の開発を行いながら、脂質の配向試料の作成法の確立

室、病棟、保険、介護福祉現場など）を支えており、こ

や、脂質膜の相転移（図 5）および蛋白質の構造変化を

の傾向は今後ますます顕著になっていくと思われる。先

研究している（図 6）。

端医療技術の開発は、電気工学、電子工学、物質科学、
機械科学、情報工学、及び人間工学等多くの分野の進歩
に支えられている。本分野では、研究のバックグラウン

生体計測研究部門

ドの異なる我々 4 名の教員が、それぞれ、光計測、電磁

光科学分野

波計測、脳波計測などの領域において、生体計測とその
応用に関する幅広い領域の研究を進めている。

「光創起イノベーション研究拠点」：浜松光拠
点 ( 光技術共同研究 ) 施設の新設について
第１１代所長

三

村

秀

典

浜松キャンパス電子工学研究所西の駐車場に光創起イ
ノベーション研究拠点棟と名付けられた新しい浜松光拠
点 ( 光技術共同研究 ) 施設が建設されています。

上左から、川田善正教授、岩田太教授
下左から、居波

渉准教授、臼杵

浜松では 25 年ほど前より浜松ホトニクス（株）を中

深准教授

心に光拠点の構想が検討されてきましたが、平成 24 年
光科学分野では、光科学を探求するとともに、得られ

11 月に浜松ホトニクス ( 株 ) の晝馬社長と静大の伊東学

た成果を様々な応用分野へ展開することを目的として研

長の面談を契機に浜松光拠点構想、が一気に加速しまし

究を行なっている。開発した計測技術を生物細胞の機能

た。平成 25 年 3 月には、静大が浜松ホトニクス ( 株 )、

解明に応用することや光加工などの工学分野へ応用する

浜松医科大学、光産業創成大学院大学とともに申請し

研究も行なっている。多光子過程を利用した光計測・加

た「はままつ光研究拠点」の提案が文部科学省「地域資

工、プローブ顕微鏡の高機能化、ナノマニピュレータの

源を活用した産学連携による国際科学イノベーション

開発、深紫外光によるプラズモン特性の解明、高速・高

拠点整備事業」として採択されました ( 平成 24 年度補

解像度イメージスタッキング技術による三次元形状計測

正予算で全国 15 拠点の 1 つ )。この事業で、光創起イ

などを進めている。

ノベーション研究拠点棟が整備されることになりまし
た。平成 25 年 6 月には、この 4 機関が “ 光の先鋭都市
HAMAMATSU" を創成するために密接に連携していく
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ことを確認し、3 大学の学長と晝馬社長が「浜松光宣言
2013」に調印しました。さらに、光創起イノベーション
研究拠点のチームは文部科学省の推進する平成 25 年度
の “ 革新的イノベーション創出プログラム COI (Center
of Innovation)STREAM" に COI-S として採択されまし
た。
光創起イノベーション研究拠点棟は、5 階建て、延べ
面 積 3，505m2 で す。1 階 が ク リ ー ン ル ー ム、2・3・4
階は主に研究用スペース ( ラボ )、5 階は主にオープンな
雰囲気の研究者用居室です。研究成果の展示スペースも
用意しています。新設する装置として、世界トップクラ
スの電子線描画装置、赤外近接場顕微鏡、撮像素子テス

光創起イノベーション研究拠点棟

ター・プローパ一等が設置されます。将来は、電子工学
研究所棟を改築し、2 階部分で電子工学研究所と接続す
る予定です。2015 年 2 月 13 日にオープニング式典が開
催され、静大、浜ホト、浜医大、光産業創成大の 4 機関
の研究者、および企業を含めて関連する共同研究機関の
研究者が、この拠点棟に集合して、1 つ屋根の下で共同
研究を開始する予定です。この人の下で研究したい、学
びたいと誰もが思えるような世界トップの光の研究者を
招へいすることも計画しています。予定している研究
テーマは、「いつまでも若く、安心して、有意義な生活
を送れる社会」を実現するため、非常識な空間分解能・
時間分解能を実現する光技術と光の波長・位相・強度を
自由に操れる技術を確立することです。そのための直近
の研究課題として、“ 遠隔再現共有技術 "、“ 生体情報計

レーザー直接描画装置

測技術 "、“ 人体情報 ( 五感 ) 光計測技術 "、“ 光ブレーン
インターフェース " を設定しています。
この拠点の最終目標は、「光を学ぶ人は、一度は是非
浜松で学びたい」と思えるような光拠点の都市、浜松
をつくることです。2026 年は、高柳健次郎先生が浜松
の地で世界で初めてブラウン管に「イ」の字を映して、
100 年目の記念すべき年となります。我々は、この年
に向けて、浜松から光技術の新たな、イノベーション
の「イ」の字を世界に向けて発信する予定です。高柳先
生から始まる浜松の光技術の研究開発の歴史に新たな 1

電子線描画装置

ページを加えたいと思っています。

遠赤外・TH ｚ波長域用検出器
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撮像素子テスター・プローバー

赤外顕微鏡装置

研究拠点棟各階の説明
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第V部

電子科学研究科の創立から廃止へ
（昭和 51 年：1976 年－平成 23 年：2011 年）

電子科学研究科の設置

静岡大学の歴史的、地域的背景と専門分野の特徴を生か
し、この先端的研究には柔軟に対応できる組織が必要で
あり、後第 3 年の博士課程として、大学全体の位置付け

設置の目的

としても適合させている。

電子科学研究科は、電子科学に関する研究領域の拡
充、深化及び高度の学際領域における研究の発展向土と
その総合牲を図り、高度の研究能力を有する者を養成す

博士後期 3 年の課程

ると共に併せて、研究者の協力の場を設定することを目

大学院教育を考えるとき、学部 4 年間の後大学院 5 年

的として、電子工学研究所と工学部関連講座との連携の

間を一貫して教育するものと、大学院の修士課程に担当

もとに、浜松医科大学との協力による客員講座で構成す

する 2 年間と学部 4 年との繋がりを重視して学部の上に

る電子科学研究科後期 3 年のみの博士課程を設置し科学

修士を置き、後期博士課程は複数の教官が複数の学部等

技術の進展と学術の向上に資することを目的として、昭

から入り構成する区分制大学院とがある。電子科学研究

和 5 1 年に設置された。

科では高度な専門教育、先端的研究を通した教育が求め
られていることから、複数の部局、大学外の研究機関と
の連携による柔軟な組織としての対応のし易い独立研究

教育の基本理念
材料科学、情報通信、資源エネルギー、食料環境、ラ

科となっている。従って、現在では、工学部のみなら

イフサイエンスなど地球規模の課題に対して、人類は先

ず、教育学部の一部の教官、共通講座の一部の教官等、

導的、革新的な科学技術を創生しなければならない時代

専門的に電子科学に適合する教官も加わり、博士学生の

を迎えつつある今日、電子科学はあらゆる先端科学技術

指導を行っている。電子科学研究科を構成する教官は、

並びに新産業創生の基盤として、その重要性はますます

修士課程までは理工学研究科、又は教育学研究科等にお

増大している。このような動向に対応し、快適な生存と

いて指導担当をし、後期課程のみを電子科学研究科で学

自然界との共生を人類共通の基本理念として、人類と自

生の指導担当をすることとなっている。

然に優しい電子科学の更なる発展拡充を目指し、高度な
専門知識並びに広い視野に立った清新な知識と自己啓発

特徴ある学際領域
最近の医療技術に於いては、電子技術を抜きにしては

に基づく自立した研究開発能力を有する人材の育成を教

成り立たない。従って、医学と工学、ことに電子工学と

育理念、としている。

の境界領域の研究者、高度な専門技術者が求められてい
ることに鑑み、設置目的においても医学と電子科学の境

大学全体の中での位置付け
静岡大学では大学院博士前期課程若しくは修士課程は

界領域の開拓という目的が上げられ、本研究科に客員講

各学科の上に置かれるように配置されている。但し、理

座を設け、浜松医科大学との協力研究教育がなされてき

学部と工学部は一体化した理工学研究科となっている。

た。その成果として、医学と電子科学の学際領域に個性

博士後期課程は多様な形態をとっている。農学は連合大

的かつ特徴のある、学術博士を世に送り出し、かつ境界

学院農学研究科 ( 岐阜大学を設置大学とし、本学は参加

領域を取り扱う研究者、即ち、医学の心得と知識を有す

大学）、理学と工学は、理工を融合させた理工学研究科

る研究者の養成と医学研究者と電子工学研究者の協力体

博士後期課程が、前期と合わせて平成７年に設置され

制を作っている。浜松の地域的特徴と歴史的背景に基づ

た。このとき、電子工学、電子科学の分野の教官は博士

き、電子科学 ( 光、電子、情報科学 ) と医学応用の学際

後期課程の電子科学研究科に所属するものとして理工学

領域の分野に於いて、特徴ある拠点形成を目指してい

研究科との棲み分けがなされた。

る。

電子科学研究科は独立大学院として電子科学を中心と
した専門分野に特化した分野の教官で構成されており、

設置後の経緯

電子工学研究所、工学部の電気電子系及びシステム系の

設置直後、本研究科は新制大学にはじめて設置された

一部、教育学部の一部、共通講座の一部、客員講座とし

博士課程で、あることより、学位を授与された者の研究

て浜松医科大学の一部の教官群から柔軟に対応運用され

能力及び学識のレベルが、先行の他大学大学院からの学

ている。

位取得者のそれと比較して遜色がないように注意が払わ

静岡大学の歴史的、地域的背景と専門分野の特徴を生

れた。研究科委員会でこの問題は十分議論され、学位審

かし、個性の輝く専門的研究者の養成と高度専門技術者

査に対して比較的厳しいガイドラインが作成された。最

の育成に答える研究科とすることが必要とされている。

初は、学生数に関することよりも、学位授与のレベルに
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関する議論が多く、各指導教官は学生指導に多大の労力

設置後の区分として大きく 4 区分することが出来る。即

を惜しまなかった。その後、電子科学を特徴としつつ

ち、①設置から講座増の時期、②拡大充実の時期、③理

も、キャンパス全体の専門領域をカバー出来るように、

工学研究科との並立の時期、④国際化と創造科学技術大

専攻増の概算要求がなされたが、時期を得ず、僅かに講

学院への移行の時期である。

座増のみが実現するに止まった。

第１回電子科学研究科入学式（昭和５１年６月２９日）

電子科学研究科棟（前棟）

歴代電子科学研究科長
歴代氏名在任期間
初代

西田亮三

昭和 51 年 6 月 ~ 昭和 54 年 3 月

第2代

長谷部堅陸

昭和 54 年 4 月 ~ 昭和 56 年 3 月

第3代

萩野

實

昭和 56 年 4 月 ~ 昭和 62 年 3 月

第4代

水品静夫

昭和 62 年 4 月 ~ 平成 6 年 10 月

第5代

安藤隆男

平成 6 年 10 月 ~ 平成 10 年 3 月

第6代

畑中義式

平成 10 年 4 月 ~ 平成 14 年 3 月

第7代

神藤正士

平成 14 年 4 月 ~ 平成 20 年 3 月

第8代

永津雅章

平成 20 年 4 月 ~ 平成 23 年 3 月
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大学院博士課程設置の頃

し、鴨川先生はかなり良い感触を得られたようでした。
その後は西田電子工学研究所長が加わって構想を練り、

名誉教授

山

田

祥

二

昭和 50 年 6 月には電子工学研究所の 8 部門を中心とし
これに工学部系の数講座を加えた博士課程案を要求書と

大学院の博士課程 ( 電子科学研究科 ) が静大に設置さ

して文部省に提出する運びとなりました。この案は文部

れてからいつの間にか 5 年目に入りました。関係した多

省の取り上げる所となりました。その後の折衝の結果電

くの方々の御努力で、これ迄に 3 名の課程博士を送り出

子工学の広い範囲をカバーし、また浜松医大との連携を

し、また第 1 号の論文博士 ( 静大の修士第 2 回の修了者

考慮して、表のような 2 専攻・15 講座の電子科学研究

です ) をこの 8 月に 誕生させる事ができて、やっと歩

科の構成が決まりました。この構成が纏って行ったのは

き始めの段階に迄達しました。しかし、博士課程が出来

7 月末から 8 月上旬の暑い最中で、桜場学長・鴨川工学

る前には長い模索期間がありました。

部長・西田電研所長と事務局の方は、対文部省折衝に多

昭和 39 年に静岡大学に設置された修士課程 ( 工学研

大の苦労をされたように伺っています。7 月の末頃だっ

究科 ) が軌道に乗った頃から博士課程設置の要求が出さ

たと思いますが、いつも積極的だった鴨川先生が私共に

れていましたが、文部省で取上げる気配はありませんで

「今年はもうだめだ。せめて調査費だけでも取りたい」

した。昭和 46 年になって、当時工学研究科長 ( 工学部

と弱音を吐かれた事がありました。一方いつも慎重な西

長〕であった桜場先生の発案で、博士課程の設置を目標

田先生は「ひょっとするとひょっとすることも」と洩ら

としてその構想を練るための委員会が工学研究科長の諮

されていました。いかに困難な折衝であったかが推察さ

問機関として作られました。桜場先生が、長くかかるだ

れました。

ろうから年長者を委員にしてはいけないと言われたこと

しかし一方では周囲の状勢は必ずしも悲観的ではな

が今でも耳に残っています。そんなわけで、何の知識も

かったように思います。永井文部大臣は八ヶ岳方式を主

能力もない私などの所に当時は若かったと言う唯一の理

張していました。東大などの極少数の嶺だけでなく、多

由で委員の大役がまわってきました。

数のピークを作ろうと言う文相の考え方と静大案とはう

その頃は 5 大学 ( 広島大、神戸大、名工大、横浜大と

まく適合していました。また従来の 5 年制大学院博士課

静大〉の工学部長が年 1 回ぐらい集って博士課程の問題

程の前期 2 年 ( 修士課程〉と後期 3 年 ( 博士課程〕とを

を討議していました。また農学系では連合大学院方式

切り離した制度が具体的に検討されていて、これが新制

( いくつかの大学が連合して一つの大学院の研究科を作

大学に博士過程を作るための素地を固めようとしつつあ

るもの〉が発案されていました。これらの様子を見なが

りました。
8 月末に文部省を通過した大学院電子科学研究科は、

ら、私共の構想、委員会では連合大学院方式と三系統方
式 ( 機械系・電気系・化学系の三専攻の構成で、静大だ

11 月に大学設置審議会の予備審査を通り、12 月には 51

けで大学院研究科を作るもの〉の二案を検討しました。

年度の予算の大蔵原案に盛り込まれました。また静大内

しかし連合大学院方式は周辺の大学の状況を種々勘案し

には設置準備委員会が作られ、いよいよ博士課程の発足

た結果当分実現の可能性がないと考えられ、ついに日の

に向けて動き始めました。博士課程の設置に努力を傾注

目を見るには至りませんでした。

された鴨川先生が、この時期に卒然として逝去された事

三系統方式の要求は何回か文部省に提出されました

は痛恨の極であります。

が、文部省で積極的に取り上げる様子のないまま何年か

昭和 51 年春の国会はロッキード事件のために大荒れ

が過ぎて行きました。昭和 49 年に鴨川先生が工学研究

でした。博士課程の設置には 51 年度予算が通らなけれ

科長に就任されました。先生は直ちに文部省その他から

ばならないのは当然ですが、修士課程とは別に後期 3 年

の情報の収集に乗り出されました。そして「三系統案は

だけ大学院を作るのは始めてだけに学校教育法の一部改

もう陳腐である。文部省では受取ってもそのまま棚に上

正を必要としました。この法令は予定より 2 ヶ月遅れ

げてしまうだけである」「新制大学に博士課程を付ける

て、５１年 6 月 1 日にやっと施行になりました。

には厚い壁がある。それに突破口を作るには先の鋭い

６月 1 日からは研究科の形を整えると共に、入学試

錐のようなものでなければならない」「それぞれの大学

験の準備に入りました。研究科長には西田先生が就任

はその特色を生かさなければだめだ」と言う結論を出さ

され、6 月 17・18 の両日に入試を行なって第 1 回生と

れました。こうしてこの年は従来の三系統案を要求書と

して４名の合格者を定め、6 月 29 日には入学式を挙行

して提出すると同時に、静大の特色を生かした電子工学

しました。何とか 6 月中にはと努力したのですが、本当

研究所を基礎とした大学院の考え方につき文部省に打診

に目の廻るような 1 ヶ月でした。発足時の電子科学研究
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科は専任の事務定員は 1 名だけで、それも電子工学研究

医用電子工学 ( 客員講座 )

所内に間借りしている状態で、まったく心細い限りでし

客員教授

た。しかし少しづつ定員も増え、53 年度には 5 階建の

森田之大、吉村敬三、原田幸雄、安達恵美子
（「佐鳴」より転載）

実験研究棟が完成しました。
今の所、博士課程の修了者は 3 名で在学生は 19 名で
す。学生数は決して多くはありませんが、彼等のししと
て勉学に勤しむ姿を見るにつけ、将来次々に生まれて行

電子科学研究科創立１０周年を迎えて

くであろう静岡大学の工学博士や学術博士が社会で活躍
する時代の近い事が肌に感じられます。またそれにつけ
ても教育条件の改善と博士課程の拡充・整備に一層の努
力が必要と思っております。
博士課程の修了者で適当な勤務先の得られない人達の
問題、いわゆるオーパー・ドクター問題が論じられるよ
うになったのはもう 10 年程も前の事です。この問題は
今でも解決されておらず、旧制大学ではその頃から博士
課への進学者が減少してきているようです。これは従来
の概念の博士課程が今の時代に合わなくなってきたため
と思われます。昭和 51 年度に静岡大とお茶の水大 ( 女
子大とペアにするとは文部省もいきなものです〉に博士

電子科学研究科第３代科長

萩

野

實

課程を設けたのは、多分に試行的な意味を持っているも
のと見受けられます。それだけに私共の大学院が具合良

静岡大学大学院電子科学研究科 ( 博士課程 ) が設置さ

く運営されるかどうかは日本の大学院制度の将来につい

れたのは昭和 51 年度であり、本年の 6 月に創立 10 周年

ても少なからぬ影響があり、また静大内に対しても責任

を迎えました。その間、社会に送り出した修了生は工学

があると考えます。単位制度を導入して数人の先生の教

博士 28 名、学術博士 l 名で、これら修了生にはオーバ

育指導を受けなければならないようにした点・複数の教

ドクタは l 人もなく大学や民間会社において教育、研究

員による研究指導ができるようにした点・浜松医大の

の各分野で活躍しています。一方、本研究科の審査によ

方々で客員講座を作り医学との境界領域の教育をできる

り、いわゆる論文博士として工学博士が 13 名学術博士

ようにした点・二専攻の構成ではあっても専攻の壁を実

が l 名誕生しています。論文博士の申請者の大部分が静

際上作らない運営をしている点・入試に際してはすべて

岡大学工学部の卒業生で申請数は年々増しており、研究

の大学の種々の専攻の学生にできるだけ平等に門戸を開

開発の分野で同窓生が大いに活躍していることがわかり

いている点・工学博士のほかに学術博士の学位を出し得

ます。

るようにした点などは、これらの要請に答えようとして
いるものです。

本研究科の紹介記事が佐鳴第 62 号及び第 68 号に掲載
されていますが、御存知ない方のために、ここで簡単に

これからも制度的にもまた運用面でも改善をはかり、

本研究科の概要に触れておきます。本研究科は後期 3 年

新しい時代に即応した修了生を産み出して行きたいと

の独立大学院博士課程であり、理工学及び医学の分野を

思っております。それだけに、社会で活躍されてみえる

含む綜合大学院の理念に基いて創設されました。した

卒業生の方々の御意見・御叱声を賜われば幸です。

がって、教官組織は工学部及び電子工学研究所の教官に
加えて浜松医科大学の教官の担当により構成されていま

電子科学研究科の講座構成

す。「電子科学研究科」という名称が示すように、本研

電子材料科学専攻：固体電子物性、固体材料科学、界面

究科の特徴は電子工学に関連する理工、医の広い分野に

電子工学、無機電子材料、有機電子材料、エネルギ一変

ついての教育・研究を行うところにあります。最近のエ

換

レク卜ロニクスの進歩は目覚ましいものがあり、メカト

電子応用工学専攻：電子機能デバイス、画像電子デパイ

ロニクスやメデカルエンジニアリングなどの例に見られ

ス、波動制御、光電計測、パターン認識システム、情報

るように、理、工、医の領域に多く取り入れられてお

処理、制御システム

り、今後も増々その傾向があると考えられますので、本

生体情報処理 ( 客員講座〕

研究科が標榜する特徴は大いに意義のあることと思いま

－ 139 －

す。しかし、担当教官の専門分野は更に広い範囲にわ

ようです。博士課程まで親に負担をかけるわけにはいか

たっていますので、本研究科はより広い理工学の分野を

ないと思う学生が多く、奨学資金の借用を希望するので

包含しています。したがって、本研究科が行う教育・研

すが不採用の学生がでるのが現状です。したがって向学

究及び学位論文審査の範囲は、電子、電気、情報は勿論

心があっても進学することを躊躇しがちです。更に国際

のこと、機械、化学、理学及び医学と理工学の境界領域

交流の重要性も増しており本研究科への私費留学の外国

にわたると考えていただいて差し支えありません。

人希望者も増えています。技術立国の将来を担う人材に

それでは何故、電子科学研究科という少し狭い名称の

対する経済面の国の施策が望まれるところです。しかし

博士課程が設立されたか疑問に思う方があると思いま

すぐにはやってくれそうもありません。そこで同窓会の

す。当時、機械系、電気系、化学系にわたる博士課程の

皆様にお願いしたいことは、何らかの形で博士課程進学

構想があったのですが、新制大学に博士課程を設置する

者への奨学金制度を設立し、有能な研究者の育成に力を

ことは極めて困難でありました。それにもかかわらず新

借して頂けないものだろうか、ということです。そし

制大学として始めての理工系の博士課程設置が認可され

て西部キャンパスより Takayanagi's effect に匹敵する

た理由を端的に物語るには次のエピソードを引用すれば

Neweffects が生れるよう同窓生諸兄、教官、学生共々

よいでしょう。すなわち、故渡辺寧学長が「電子工学研

努力しようではありませんか。（「佐鳴」より転載）

究所誕生の思い出」として寄せた文中に文部・大蔵両当
局者への陳情説明に当って「テレビ発祥の地である」と
いうことが万語にまさる魅力的な説明ではなかったかと

電研及び電子科研での日々を振り返って

思われると書かれでいます。そしてその研究所創立の

―

昭和５１年頃の思い出話

－

10 年後に関係者の大変な努力により、研究所を基幹と
して本研究科の設置が認められたわけです。ある外部の
人から、「博士課程の設置には Takayanagi's

電子科学研究科第４代科長

水

品

静

夫

effect が

効いていますね」、と言われたことがありますがなるほ
どと思わざるを得ません。

私は静岡大学工学部電子工学科を昭和３２
（１９５７）年３月に卒業し、卒業式の翌日から工学

最近、文部省は大学院教育の重要性を認めて、博士課

部技官、助手、講師、５年間の米国出張・留学を挟ん

程の拡充方針を打ち出しているようです。静岡大学とし

で、昭和４６年まで助教授として働きました。昭和４６

てもより規模の大きい博士課程を設置すべく構想を練っ

（１９７１）年４月に電子工学研究所に移籍し、定年退

ており、電子科学研究科も拡張されより広い名称へ変わ

官（１９９７年）まで電子工学研究所で働かせて頂きま

ることになると思いますが、本研究科で培われた電子科

した。感謝しております。

学を思考に入れた教育・研究の伝統は必ずや残ると思い
ますし、是非残すべき伝統と思います。

昭和２８年（私の大学入試の年）に、電子工学科が
あったのは静岡大学工学部だけでした。時代の先を見

今更言うまでもなく、科学技術立国を目指さざるを得

越したネーミングに惚れ受験し、幸い入学許可を頂き

ない我が国にとって、創造性ある若き研究者を育成する

ました。卒業後、上述のように職員となりました。昭和

ことは極めて重要なことであります。明治維新以来、欧

３３年―４０年、静岡大学には電子工学研究施設が附置

米の文明に追いつくことを目標に努力してきて、ほぼ彼

されていました。昭和４０（１９６５）年、電子工学研

等と並んだ現在、先覚的研究の重要性に目覚めています

究施設が電子工学研究所に昇格しました。初代所長は堀

が、そのために何をすべきかが問題です。これは簡単に

井

答の出る問題ではありませんが、博士課程を拡張充実し

附置研究所です。若い職員に大きな誇りを与えてくれま

て多くのトップレベノレの研究者を養成することが取る

した。

隆先生でした。国立大学二期校に設置された唯一の

べき施策の一つでありましょう。先覚的研究の成果は博

昭和５１年に、博士課程大学院である電子科学研究科

士を増やしたから必ず得られるとは言えませんが、全体

が静岡大学に設置されました。新制大学に博士課程大学

的に研究水準を上げ土台を拡げピラミッド構築の可能性

院が設置された最初の例でした。大学の発展の歴史に、

を高くする筈です。したがって博士課程の果す役割は大

貴重な一頁が書き加えられました。その展開を近くから

きいものがあると思います。

見ることができ、また、設置の手伝いも致しました。そ

文部省がいかに多くの大学に博士課程を設置しでも、

んな訳で、昭和５１年からの数年間に焦点を合わせて、

進学する学生がいなければ仏作って魂入れずになりかね

電子工学研究所と電子科学研究科に纏わる出来事を振り

ません。現状を見ると進学に際し経済的な問題が大きい

かえり、幾つかのエピソードを記したいと思います。

－ 140 －

昭和５１（１９７６）年５月２５日の国立大学の大学

パスに根付いたと感じています。

院に置く研究科の名称及び課程を定める政令の一部改

博士課程の研究指導では、研究の歓びの上に、有能な

正により、昭和５１年６月１日から大学院電子科学研

若い研究者と一緒になって一つの課題をとことん考え抜

究科（博士課程・後期３年のみの課程）が設置され、電

く楽しさと歓びが加わります。大学院開設直後は学生数

子材料科学、電子応用工学の２専攻、そして、学生定員

も未だ少なく、学生との連携が密で、充実感に満ちた

１７名で発足しました。初代電子科学研究科長は西田亮

日々を送ることが出来ました。毎回、学位授与式が済ん

三先生でした。さらなる拡充強化の強い要望に押され

だ後、一人の優れた研究者を世に送り出すことが出来た

て、昭和５８（１９８３）年４月１日に４講座が増設さ

と実感しました。私の場合、本務は電子工学研究所電子

れ学生定員は２１名となりました。その後、平成１８

システム部門所属で、電波の発生・検出・利用技術の研

（２００６）年に電子科学研究科は大学院理工学研究科

究でした。大学院生に課す研究課題は、学生と相談して

後期課程と併せて改組され、創造科学大学院（学生定員

決めますが、その時点で抱えている課題で最も重要かつ

５０名）となり現在に至っています。

緊急度の高いものから順次選択することになります。当

電子科学研究科の特徴は、（１）新制大学に最初に

然ですが、優秀な博士課程学生と一緒に研究すれば、本

設置された博士課程大学院であったこと、（２）電子

務の研究の深化・進展が著しく促進されることになりま

工学研究所と工学部の協力によって教官組織を構成し

す。大学院電子科学研究科の設置は、電子工学研究所に

たこと、（３）新設間もない浜松医科大学（昭和４９、

於ける本務の研究を促進してくれました。
現代物理学の素粒子論によれば、１７種の素粒子が存

１９７４年に新設）が２つの客員講座を担当する教官組

在します。私見によれば、１７種の中で、光子 (photon)

織を構成したことでした。
昭和４６年―４９年頃、国立大学の医学研究・教育の

と電子 (electron) と質量子 (graviton) が最も本質的な役

充実の必要性が声高に議論されていました。ことに、急

割を果たしています。高柳健次郎先生の電子式テレビ

速に進展しつつあった電子工学の成果を医学分野に導入

ジョン研究に端を発した静岡大学電子工学研究所におけ

しようとする議論が盛んでした。浜松医科大学教官が担

る研究の中心は、一貫して、光子と電子に関連した研究

当する生体情報処理講座と医用電子工学講座が電子科学

にあったと言えましょう。科学の根底を形成する光子と

研究科に設置されたのは、このような時代の動きを先取

電子に関連した学問は、今後、ますます重要になりま

りした展開でした。我々静大教官も学生とともに、細胞

す。静岡大学電子工学研究所の存在価値もますます増大

膜や神経線維内での生体電気信号の発生・伝達起序につ

すると確信しています。（２０１４年８月１７日）

いて生体情報処理講座の先生方々から、また、心臓の構
造と動作機序と全身の血液循環機序等について医用電子
工学講座の先生方々から多くを教えて頂きました。我々

電子科学研究科の変遷

の研究協力は、電子計測技術を中心に、上記分野に於い
て基礎から臨床応用レベルにわたって成果を上げること

電子科学研究科第６代科長

畑

中

義

式

が出来たと確信しています。
他方、静岡大学サイドの教官組織構成案の作成は難し

[ 電子科学研究科の新設 ]

い仕事でした。中心となる学問分野が電子科学なので、

独立大学院として電子科学研究科が発足したのが

博士課程大学院に参加できる教官数が、浜松キャンパス

1976 年（昭和 51 年）であった。私にとって、極めて印

上の全教官数に比べて、限られたのがその原因でした。

象的であったのが、1975 年の年瀬も押し迫った 12 月の

博士課程担当資格を持つ教官と持たない教官が同じキャ

暮れ、鴨川寿工学部長、工学研究科長が急逝されその告

ンパス上に存在することが不公平感を生みだしました。

別式のとき、大変寒い日、概算要求が大蔵省を通ったこ

初期の研究科委員会は緊張感に満ちていました。実績を

と、この概算を通すために鴨川教授が大変骨折られたこ

如何にして挙げるかが命題でしたが、長年の願い・努力・

とが、当時電子工学研究所長であった西田亮三教授から

準備の上に立って、皆、秘めた自信をもって発言・行動

弔辞として述べられたことを鮮明に覚えている。

していました。初期の心配を上回る成果が、電子材料科

は 1974 年（昭和 49 年）4 月に東北大学電気通信研究所

学、材料科学、映像科学、光科学、電波科学、システム

から静岡大学電子工学研究所の画像電子装置部門の助手

科学、情報科学等の分野で得られたと思っています。物

として移ったばかりであった。かねてより、電子工学研

質内の電子素過程、物質内の光子素過程をいつも念頭に

究所の設置のいきさつについては、普通では不可能なこ

置きながら、実用技術の開発に努める風潮が浜松キャン

と、旧制大学にのみ可能であった付置研究所設置を実現
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私

させた渡邊寧学長（1960 年～ 1969 年）の特別なご尽力

テムの 7 講座と客員講座：生体情報処理、医用電子工学

について聞かされていた。

の 2 講座の合計１５講座からなっており、学生定員１６

設立に至るいきさつは、「佐鳴」浜松工業会誌６２

名であった。設置形態として、新制大学に博士課程を設

号（執筆：山田祥二教授）から要約すると次のようであ

置するのに、付置研究所を基盤として電子工学の分野を

る。1964 年に設置された修士課程が軌道に乗った頃か

特化した博士課程としていたために、工学部教員の参加

ら、博士課程設置の要求が出されていたが、文部省は取

形態にどうしても歪を残していた。とくに、機械分野の

り上げる気配はなかった。1971 年になって桜庭周吉工

教員の参加に困難性を持っていた。1983 年（昭和 58 年）

学研究科長（後に学長 1972 年 ~1977 年）の発案で博士

萩野実研究科長の時、小林清志工学部長と近藤一義教授

課程設置の構想を練るための委員会が設置された。そこ

（機械工学科）の協力のもとに概算要求の見直しを行い、

で、連合大学院方式と本学工学部の機械、電気、化学の

「電子機械応用専攻」として専攻増の提案に良い兆候を

系から構成される３系統方式が検討され、連合大学院の

見出し、結果として、専攻増は認められなかったが、講

実現の可能性は薄いとして、３系統方式が何回か文部省

座増として認められた。これにより、機械系の講座が含

に提案された。1974 年工学研究科長に就任した鴨川寿

まれることとなり、システム設計学、計測制御工学、自

教授は直ちに文部省その他から情報を収集し、３系統方

動機械工学、光電機械工学の４講座が追加され 19 講座

式は認められそうにないこと、新制大学に博士課程をつ

となり、学生定員 4 名増となり、全体で 21 名の学生定

けるには厚い壁があるので、それぞれの大学はその特色

員となった。しかしながら、工学部教員の全員参加は出

を出さなければいけないことから、本学の特色を生かし

来ない運営において、設置時の選別された教官の退官に

た設置の強い理由が必要であることが示唆された。その

伴う補充、新設講座の教官の選任などにおいて、理念だ

中で、文部省の附置研究所は主として旧制大学の博士課

けではクリヤーカットに行かない問題を内蔵していた。

程のある大学に設置されていることと、静岡大学が附置

博士課程の学生定員は 21 名となったが、その運営に

研究所があるけれども博士課程がないことに対する意味

おいて定員充足は常に大きな問題であり、研究科長に課

合いを結び付けることの重要性に気付かされた。1975

せられた課題でもあった。その後、参画教員の 5 年任期

年西田亮三電子工学研究所長が加わって構想を練り、研

交代制を導入し、工学部全体の教員に枠を広げ、全体に

究所８部門を中心として、これに、工学部の数講座を加

参加をオープンにした運営に拡張していった。

えた博士課程案を文部省に提出したところ、取り上げら
れる運びとなった。その後の折衝の結果、電子工学の広

[ 学生数の充足と大学院の拡充 ]
博士課程の予算学生定員は２１名になったが、入学す

い範囲をカバーし、また浜松医科大学との連携を考慮し

る学生は数名～十名以内の状況が続き、文部省からは風

て、２専攻１５講座の構成が決まった。
この、大学院独立研究科博士課程は、それまで、旧制

当たりが強かった。研究科長は如何にして入学生を増加

大学にしか設置されていなかったものを、静岡大学と御

させるか、学問レベルを維持するかに勢力を傾注しなけ

茶ノ水女子大学に設置するのに学校教育法の一部改正が

ればならなかった。1987 年（昭和 62 年）、水品静夫研

必要で、1976 年ロッキード事件の騒ぎの中で国会審議

究科長は研究指導の対象となる分野を工学の広い分野に

も 2 カ月遅れて 6 月に施行され、6 月 30 日に入学式も

広げるために、既存教官組織の柔軟な運営を実施した。

行われるという出発であった。第１回生として 4 名の入

即ち、工学部のほぼ全体の教官に対して研究指導に参加

学合格生を迎え、初代研究科長として研究所長の西田教

できる形態の運営に踏み切り、さらに、関係の深い分野

授が勤めた。工学部からの研究科構成員は一部の教授に

の他学部の教官（教育学部）をも参加できるように広げ

限られたものであったために、運営をめぐって工学部で

た。その結果、入学者数はこれまで、定員の２５％程度

の議論が難航し、とくに工学部教授会では、夜 9 時過ぎ

であったものが、ほぼ１００％まで増加することとなっ

まで似及ぶことがしばしばであったと聞いている。

た。しかしながら、この措置により、教官組織として参
加したが積極的に学生指導を行う意思を欠いた一部教官
の参加も招くという欠点もあったが、この時点でやむを

[ 電子科学研究科の講座増概算 ]
上記、電子科学研究科の設置後の歩みにおいて、電子

えないことであった。学生定員充足の問題は最重要課題

材料専攻：固体電子物性、固体材料学、界面電子工学、

として、学生指導の場合にはこれが特別除外されること

無機電子材料、有機電子材料の６講座、電子応用工学専

として、運営を学生指導の立場から活性化していった。
博士課程の拡充計画は電子科学研究科を核にして広く

攻：電子機能デバイス、画像電子デバイス、波動制御、
光電計測、パターン認識システム、情報処理、制御シス

静岡大学の全体をカバーする改革案を概算要求したが認
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められなかった。学内の検討では、しばしば、各部局、

[ 外部評価と大学院重点化構想 ]

学科の平等な拡充を目指した提案を中心にして、電子科

平成 10 年 4 月畑中義式電子科学研究科長が就任した。

学研究科の解体論が織り交ぜられた形で展開し、明快な

大学の自己評価、外部評価が義務化される流れの中で、

特徴を持った将来構想案をまとめることは困難を極め

本研究科では、外部評価の組織が作られ、評価のための

た。文部省の方針が理工系博士課程研究科の全国的な設

資料が集められ整理された。

置と、旧制大学の大学院重点化整備が進められることと

電子科学研究科の外部評価は平成 1 １年から 12 年に

なり、その大きな流れの中に飲み込まれ、電子科学研究

かけて行われ、12 年 3 月にその報告書がまとめられた。

科が新制大学で最初に出来た博士課程としての優位性を

委員長として浜川圭弘 立命館大学副総長、委員として、

踏まえた展開を図ることは出来ず足踏み状態であった。

五十嵐良雄 浜松医科大学副学長、太田祐助 AT&T ベル
研究所特別栄誉研究員、昼馬輝夫 浜松ホトニクス社長、
丸山瑛一 文部省政策研究大学院大学教授、宮田清蔵 東

[ 電子科学研究科と理工学研究科の並立 ]
1994 年（平成 6 年）、安藤隆男研究科長は工学部中心

京農工大学独立大学院生物システム応用科学研究科科

に進められてきた技術研究科の設置と電子科学研究科と

長、山田

宰 日本放送協会（NHK）放送技術研究所の

の関係の明確化を迫られて、当時の事務局長から、電子

6 名の委員で行われた。平成 11 年 11 月に詳細な資料が

科学研究科をスリム化して技術研究科との 2 本立て構想

各委員に提出され、平成 12 年 1 月 20 日に評価委員全員

で進めたらよいとの示唆があり、これに沿って概算要求

が集まって評価委員会を開催した。研究科の現状の現地

が進められた。技術研究科はその特徴を理学と工学との

視察で、学生へのヒヤリング、教官へのヒヤリング、評

融合構想に発展し、理学部と工学部全体としてカバーす

価資料に基づいた質疑応答などを通して、最終的な評価

る理工学研究科として概算が提出された。理工学研究科

結果が委員長に提出され、まとめられた。即ち、

ができると当然のことながら、電子科学研究科との関連

（１）設置理念：高く評価できる。（２）教育活動につい

を明確にする必要があり、設置目的の相違と学問分野の

て：専攻と講座編成はよいが設置から 20 年を経ており

棲み分けを明確にした研究科 2 本立て構想を立案するこ

見直す時期に来ている。学生の就職状況はよいこと。研

ととなった。そのときの設置形態、理念の違いは以下の

究論文数は他大学の平均値以上。入学制度は工夫されて

ようである。

いるが、学生の数は今一歩。（３）研究業績：多くを頑

理工学研究科は：高度な専門職業人の養成を目的とし

張っている教官とそうでない教官がいる。（３）国際交

て、理学と工学の融合された新しい教育研究の場を提供

流：今一歩の工夫と努力が必要。（４）研究費：配分に

し、主として工学部、理学部からの進学者を対象とした

当たって学生の教育を前面に出した配分は高く評価でき

教育研究をする。全国の新制大学の工学部若しくは理学

る。外部資金の導入が少ない。学生の奨学金、RA,TA

部の上に設置された博士課程と同じ構想に位置づけられ

制度等学生生活のサポートに対する配慮が必要。（５）

る博士前期課程（2 年）と博士後期課程（3 年）の大学

将来構想について：電子科学の研究拠点として COE 指

院で、前期課程は修士課程に対応する区分制研究科であ

向の魅力ある大学院として成長することを望む。21 世

る。

紀の新学域として、医学との境界領域は良い。電子科学

電子科学研究科は：電子科学という特化された学問分

の分野でユニークな研究を地域コンソーシアムネット

野での研究者の養成を目的として、また、医学と電子科

ワーク形成を通して、地域に密着した独特のカラーを出

学の境界、学際領域を拓く研究者の養成を目的にして、

した取り組みを工夫することが良い。との評価とコメン

本学全体の学部、若しくは全国の大学よりこの分野の進

トがあった。
このころ、旧制大学は大学院重点化整備を終わり、教

学者を教育研究する。博士後期課程（3 年）のみの独立

員は大学院所属という構成になり、大学院の学生定員は

研究科である。
このところに来て、電子科学研究科は独立研究科とし

ほとんど学部と同じとなり、旧制大学は大学院を主とす

て、設置当初の目的がより明確にされ、電子科学の分野

る大学の構成として位置づけられることとなり、新制大

において特化し先端的な研究教育拠点、医学との特化し

学とは大きく差別化されるものとなった。新制大学もい

た学際領域での研究教育で、特徴あるスリムな組織とし

ろいろと特徴を出して、その特徴の部分において大学院

て機能し、全国の大学、社会人、外国留学生等の入学者

を主とする重点化構想を追いかけることとなった。電子

に対して、特に電子科学の分野の高度な専門教育をする

科学研究科では理工学研究科と並立することとなり、再

大学院研究科として位置ずけられた。

び入学学生数の未充足の問題で困難性を抱えつつ、特徴
を生かした大学院運営を模索していった。新たに情報学
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部の新設がなされて、情報分野の教官の大学院所属、こ

が、採択には至らなかった。15 年度は反省の上に、事

とに博士課程の所属をめぐって理工学研究科と電子科学

業推進担当者の年齢を引き下げ、プログラム名を「新し

研究科と分かれて綱引き所属の関係にあった。

い光・画像技術の創世と安全な社会の構築」と変更して、

静岡大学は修士課程までは、それぞれの部局に載る形

＜学術・複合・新領域＞分野に申請した。しかし、採択

で大学院が設置されていたが、博士後期課程は電子科学

には至らなかった。平成 16 年度では事業担当者をさら

研究科の 3 年の独立研究科、農学研究科の岐阜大学との

に絞り込み、＜革新的な学術＞分野で、「ナノビジョン

連合大学院、理工学研究科と並立してそれぞれに重点化

サイエンスの拠点創成」のプログラム名で申請し、採択

の方策を探っていた。将来構想の策定と概算要求の提出

にこぎ付けることができた。これには、三村秀典電子工

には、各部局の思惑が絡み、各部局それぞれの責任者が

学研究所長はじめ、研究所のメンバーと本プログラム検

勢ぞろいで文科省に出向き、概算の説明を行う状況で

討グループの綿密な打ち合わせが行われた成果である。

あった。９～ 10 月、2 月、3 月、4 月とわずかな可能性

即ち、研究所においては三大部門への改組が行われ、

を手繰り寄せながら、説明のために何度も文科省に通っ

「ナノビジョン研究推進センター」、「ナノデバイス材料

た。このとき、電子科学研究科は静岡大学にある特徴あ

部門」、「新領域創成部門」の 3 大部門、1 外国人客員教

る独立研究科として位置づけ、工学、理学、農学、教育

授部門が編成され、電子科学研究科においては新たに、

を含めた自然科学研究科が考えられた。しかし、農学の

「ナノビジョン工学専攻」を立ち上げた。本プログラム

連合大学院の対応は未解決であり、教育を含めることに

はきめ細かな研究計画の基に順調に業績を伸ばし、中間

は問題が残っていた。

及び最終審査において高い評価を得ることができた。こ

電子科学研究科は、改組・重点化の必要性として、
（１）講座編成の再編、（２）情報システム分野の拡充、

のように、競争的プログラムの申請では組織面・実績面
の整合していることの重要性が痛感させられた。

（３）大学院専任の教授・助教授の配置、（４）医学・電

静岡大学では理工学研究科と電子科学研究科が並立し

子科学に跨る学際領域の拡充の 4 点が謳われた。しか

ている関係で、特に電子科学研究科では修士課程の上に

し、静岡大学の全体としての大学院構想に難があり、取

博士課程があるわけではなく、独立大学院後期 3 年の博

り上げられるにいたらなかった。

士課程として存在しているため、入学生の確保にはこと
さら困難性を持っていたことと、就職を考えると、会社
関係では修士課程で就職した方が有利という社会的状況

[COE と Inter-Academia ]
平成 14 年 4 月神藤正士研究科長が就任した。以下の

から、博士課程の定員充足は困難を極めた。こうした状

記述は、神藤正士元研究科長の大学院電子科学研究科終

況から、社会人入学、外国人留学生の確保による学生数

了記念誌 ( 平成 23 年 9 月 10 日）への寄稿の文章を引用

の増加が求められていった。

し、要約した。
平成 14 年頃から、国立大学の法人化に向けた準備が

平成 11 年から 16 年にかけて、外国人客員教授として

進められ、本学においても第 1 期中期目標・中期計画の

の招聘や研究交流として外国の大学との交流が進み、留

策定が進められた。わが国の高等教育が世界水準に比

学生の受け入れも多くなり、ことに、東欧の主要大学と

して立ち遅れ、世界に通用しなくなるとの批判を受け

の間で実績が積まれていった。これらの大学との間で国

て、文科省は大学間に競争原理を持ち込む施策をとりい

際交流協定が締結され、交流協定の具体的な内容の一つ

れた。「トップ３０」はわが国の大学を上位３０まで順

として、Grobal Research and Education の国際会議と

位づける試みであった。しかし、多様な研究領域を有

して [Inter Academia] が開催されることとなり、第１

する大学のランク付けが困難であることから、「２１世

回はスロバキアのコメニウス大学で開催された。静岡

紀 COE プログラム」に模様替えされた。これは、世界

大学を中心として、コメニウス大学（スロバキア）、ブ

水準に達している研究領域を審査してランク付するも

タペスト工科大学（ハンガリー）、ワルシャワ工科大学

ので、博士課程教育実績も重要な審査対象とされ、平

（ポーランド）、ブッパータル大学（ドイツ）、アレクサ

成 14 年度から実施された。各大学は COE に採択され

ンドル・アイオアン・クザ大学（ルーマニア）との間

るべく、学長を先頭に全力で取り組むこととなった。静

で Grobal Brain-network を構築していった。この会議

岡大学は電子科学研究科が中心となって取り組むことと

では一般公演に加えて Young Researcher's

なり、計画調書の作成に取り組んだ。＜情報・電気・電

設けて大学院生、若手研究者の研究発表と交流に力点が

子＞分野に「ユビキタス社会のフォトニクスとセンシン

置かれ、英語による研究発表の機会としても機能してい

グ」として申請した。ヒアリングまで進むことはできた

る。中東欧の大学と静岡大学を幹事大学として毎年 9 月
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session を

頃に開催し、11 回を数えている。この立ち上げの運営

流に即した柔軟性の高い組織運営を可能とするため、新

の背景には、当時、佐藤弘明教授学長、荒木信幸副学長

大学院を教員が所属する研究部と学生が学ぶ教育部を分

の積極的な支援と、各幹事大学のキーパーソンの存在

けて構成するものとした。規模の小さい部局では、新大

が大きい。とりわけ、コメニウス大学（M.Cernac）、ワ

学院に専任教員を移動すると組織の維持が困難となるこ

ルシャワ工科大学（R.Jablonski)、ブタペスト工科大学

と、スリム化された専任教員のみでは学生定員 50 名を

（Annamaria R.Varkonyi-Koczy, P.Korondi), ブッパー

充足することが困難なことなどから、兼担教員制を導

タ ル 大 学（J.Engemann,

D.Korzec）
、A.I. ク ザ 大 学

（G.Popa, D.Luca) の先生方の尽力なしには出来なかっ

入するなど、当初の構想に幾つかの調整を加えて、平
成 18 年度 4 月より、創造科学技術大学院が開設された。
これは教育部 5 専攻（ナノビジョン工学、光・ナノ物質

た。
Inter-Academia の会期中に国際交流の在り方につい

機能、情報科学、環境・エネルギーシステム、バイオサ

て、ミーティングにおいて、ヨーロッパの大学で広く実

イエンス）と研究部８部門（ナノビジョンサイエンス、

施されている Cotutelle 制度について紹介されたが、こ

オプトロニクスサイエンス、インフォーマティックス、

の Cotutelle 制度は日本の文科省は受け入れ難いという

ナノマテリアル、エネルギーシステム、統合バイオサイ

見解で、本研究科では国際連携学位認定制度（ダブル・

エンス、環境サイエンス、ベーシック）からなる後期 3

デグリー・プログラム：DDP) を提案して文科省の承諾

年の独立大学院である。即ち、静岡大学は修士課程まで

を得ることができた。この制度は、派遣先の博士課程の

は各学部の上に大学院を置き、博士課程は後期 3 年の独

学生が受け入れ大学の試験に合格後およそ 2 年間の教育

立大学院として一つの研究科にまとめられることとなっ

研究指導を受けた後、派遣大学に戻って残りのおよそ

た。
静岡大学の場合は電子科学研究科の発足時に独立研究

2 年間で学位を取得する制度である。DDP の実施には、
指導教員同士が相互に研究内容を理解していることが前

科として、参画教員が一部に限られるときの運営の困難

提となり、実質的な研究交流の面で Inter-Academia は

性を、兼担教員の参画として全学に広げることで乗り越

重要な役割を果たしている。

えていったが、文科省の新制大学においての博士課程の

平成 18 年 1 月にワルシャワ工科大学（ポーランド）
との間で DDP 覚書が交わされ、続いて、A.I. クザ大学
（ルーマニア）、ゴメル国立大学（ベラルーシ）、ブラウ

位置づけから、運営における困難な課題が発生している
ことは明確であるが、今後においても、それをバネとし
てより力強い発展が望まれる。

ンシュバイク工科大学（ドイツ）、慶北大学（韓国）の
間で DDP が実施されるようになった。留学生の受け

[ あとがき ]

入れは定員の充足率の改善に効果があるとともに、国

平成 12 年に外部評価のために資料を整える作業を行

際交流の面でも大きく貢献することとなった。Inter-

い、この記述の中で、萩野、水品、安藤、各研究科長に

Academia は回を重ねるごとに充実し、これらの国際的

任期中の事柄をまとめていただいた文中のものをかなり

連携の実績を基として、平成 18 年度大学教育の国際化

引用させていただいた。また、電子科学研究科の終了式

推進プログラム「中東欧大学との連携による国際的大学

の際に寄稿いただいた神藤研究科長の文章を引用または

院教育｝が採択された。これは、国際水準の若手研究

参考にさせていただいた。要約などによる文章の文責は

者、技術者を育成するもので、博士教育研究における国

筆者にあります。

際化・高度化を図るもので、Inter-Academia と DDP 制
度が盛り込まれている。

電子科学研究科の国際化と創造科学技術大学
院設置

[ 創造科学技術大学院への移行 ]
平成 15 年 4 月に天岸学長が就任すると、電子科学研
究科と理工学研究科を整理統合して、浜松キャンパスに

電子科学研究科第７代科長

神

藤

正

士

光・電子・情報、静岡キャンパスに環境・バイオに特化
した新しい形態の博士課程大学院を設置する構想が持ち

電子科学研究科は、新制国立大学としては初めての工

上がった。大学を取り巻く環境は、国立大学法人化、大

学系博士課程として昭和 51 年度に創設され、廃止まで

学間競争の激化など、大学の枠組みの変革が押し寄せて

の 35 年間に課程博士は 324 名､ 論文博士は 109 名が誕

いた。新大学院に参画する教員は両研究科の全教員数

生した。私は平成 14 年 4 月より 2 期にわたって、この

の 3 分の１程度にスリム化しすべて専任とすること。時

伝統のある電子科学研究科科長を務めた。電子科学研究
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科は平成 8 年の理工学研究科（博士後期課程）の設立時

生増を図る施策を積極的に進めていた。本研究科は、

に、学生定員と情報や機械工学分野に加えて電気電子工

Inter-Academia と DDP の 成 果 を 基 に、 平 成 18 年 度

学で活動的な教員を切り出すことなどの支援を行った。

に「大学教育の国際化推進プログラム（戦略的国際連携

これは少なからず本研究科の活力を弱める作用を招き、

支援）「中東欧大学との連携による国際的大学院教育」」

入学者の減少が常態化し好ましい状況ではなかった。前

が採択された。この経費は Inter-Academia や DDP を

任者の畑中研究科長はこの事態を憂いてその打開のため

紹介するホームページの充実、本学で開催する Inter-

に積極的に活動し、研究科の拡充改組等を計画し成果を

Academia の運営などにおいて、有効に活用された。こ

上げつつあったが、本学から他大学への転出により、計

のような経緯を経て、本研究科の入学者が次第に増加

画の実現には至らなかった。

し、本研究科のメンバーが中心となって構成される

畑中研究科長の後を引き継いだ 14 年度は、折しも第

「２１世紀 COE プログラム」が平成 16 年度に採択され

一回の「21 世紀 COE プログラム」募集の時期にあたっ

た。このような経緯を経て、理工学研究科設立時の痛手

ていて、研究科はその採択のために情報の収集や申請書

から回復し、ようやく研究科の将来に期待の抱ける状況

作成の準備に全力を挙げて取り組んだが成功せず、3 度

が生まれつつあった。学位取得者の就職は電気電子情報

目の申請で採択されるに至った。

分野の産業が活性化している時代であったことも考慮す

本研究科は募集定員の充足を最優先事項に掲げ、研究
科の国際化を通して、留学生の増加を図る施策をすすめ

べきではあるが、ほとんど全員が就職することができ
た。

た。その一つは、国際交流協定を締結している歴史が

ところで、平成 14 年度は国立大学法人化に向けた準

ある著名な東欧諸国の大学を結集した国際会議「Inter-

備が進められた時期にあたる。平成 14 年度は第Ⅰ期中

Academia」を協定大学間を持ち回りで開催することで

期目標・中期計画の策定に多くの時間が割かれた。平

あった。幸い、電子工学研究所を中心に電子科学研究科

成 16 年から国立大学法人化が始まり大学の運営に大き

の構成員の協力のおかげにより、「Inter-Academia」は

な影響を与えた。学長のリーダーシップが重視され大学

現在もなお参加大学を増加させて発展を続けている。

の改革と活性化を図ることが強く求められた。概算要求

Inter-Academia の参加大学に対して、「国際連携学位

も事前評価から事後評価に変わった。しかし、全学の構

認定制度（double degree program：以下 DDP と略称）」

成員がこの変化を理解するには少なからずの期間を要し

を提案し、ワルシャワ工科大学（ポーランド）を皮切り

た。

クザ大学（ルーマニ

平成 15 年 4 月に就任した天岸学長が最初に取り上げ

ア）等と DDP 制度の契約書を結ぶことができた。この

た施策は、大学院博士課程の整備再編であった。平成

制度は、派遣大学の後期博士課程学生が受入大学の静岡

15 年 12 月には、自然科学系博士課程大学院を企画・立

大学電子科学研究科で 2 年間にわたって研究教育を受け

案し、学長に答申することを目的とする新大学院構想

て学位を取得後、出身大学に戻って受入大学（静岡大

ワーキング（以後、WG）を組織した。その構成員（敬

学）に提出したものとは別の学位論文を作成して 2 つ目

称：略）は、石井仁理事を座長とし、情報学部：南利明、

の学位を取得する制度である。我が国で初めて実施する

水野忠則、山口高平（～ H16.1）
、理学部：石川勝利、

制度である上に学位取得のハードルが高く、DDP に応

加藤憲二、村井久雄、塩尻信義、工学部；中村高遠、佐

募してくれる学生がいるか不安であったが、ワルシャワ

古猛、農学部：大川清（H16.7 ～）、碓氷泰市、露無慎

工科大学の Jablonski 先生の支援を得て、同大学から 2

二、理工学研究科：田中滋康（H16.7 ～）、電子科学研

名の学生が本研究科に DDP の学生として入学していた

究科：神藤正士、電子工学研究所：渡邉健蔵（～ H16.6

だくことができた。彼らは極めて優秀であり、多くの研

座長）であった。

にアレクサンドル

アイオアン

究成果を収めて本研究科の学位を取得した。これを契機

第 1 回 WG では、学長より、新大学院博士課程構想

に DDP 制度は定着し、他大学から本研究科に学ぶ DDP

に関して、以下の試料を基に、方針と骨子案の説明が

学生は増加している。

あった。

この実績を基に、国費留学生の優先配置を認める「国

＜趣旨＞：静岡大学が、法人化後の特徴のある大学をア

際特別コース」制度に応募し、毎年 3 名の国費留学生の

ピールしていくための方策として、大学院博士課程の再

優先配置が認められた。これは 21 名の本研究科の入学

編成は最重要課題の一つと考えている。その際、浜松地

定員の充足には十分ではないが、毎年、優秀な外国人留

区と静岡地区の大学院それぞれが中期目標に沿った別の

学生を確実に受け入れる上で、大きな効果があった。

特徴を持ち、かつ大学全体として一体性を保つことが重

当時において、文科省は大学の国際化、外国人留学

要である。
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また、学長のリーダーシップに基づく構想による新た

時流の変化に即して教官の柔軟な入れ替えを可能とする

な学部横断的な研究教育体制作りが、地方大学の研究

組織運営をする。学生は教育部に所属し、専攻制を採用

COE 参入への道を開く（電情通学誌、生駒俊明、2003

する。研究教育の継続性を重視して教育部の組織変更は

年 11 月）と判断している。したがって、この新大学院

最小限にする。（３）講義：教員の教育負担に配慮して

構想が静岡大学の将来を大きく左右することになるであ

短期集中型講義を導入すること、などであった。
そ の 後 平 成 16 年 8 月 ま で 10 か 月 間 に 13 回 の WG

ろう。（ただし、研究 COE のために大学院を再編成す
るものではない）

が開催された。議案は「21 世紀自然科学の歩むべき方

＜大学院博士課程構想の骨格案＞

向」、「自然科学の方向と静大で取り組む分野」、「静大

（１）浜松地区は、「物質・情報系（電子・光等を中心

で取り組むべき自然科学分野・トピックス」、「新大学

とした非生物系）」を中心とした大学院とする。（２）静

院組織」、「新大学院の研究・教育組織」
、「新大学院組

岡地区は「環境・生命（生物が中心）系」を中心とした

織」、「学生定員」、「講義形式、専攻数と定員の割り振

大学院とする。（３）修士課程はそれぞれの関係学部と

り」、「教育部の選考と定員、教育ポリシー」、「海外先進

一体となった 6 年一貫で考え、博士課程の大学院はそれ

教育研究実践プログラム」、「新大学院組織」、「研究院部

とは独立に設置し、かつ特化させる（たとえば COE が

門名と教員組織」であった。重複している議案は結論を

狙える分野、将来性のある分野など）。（４）大学院は教

出せずに繰り返し取り上げられた議案であることを意味

育機関でもあるから、どのような人材を育成するかを明

する。

確にする。（学位取得者の就職難は必ずしも産業界だけ

WG は多くの時間を使って平成 16 年 9 月間まで活動

の問題ではない）講義は原則として英語とし、学位論文

し、学長の新大学院博士課程構想案の具現化に向けた議

も英語で書くことを原則とする。（５）法人化 3 年目に

論が展開された。しかしながら、議論の過程でその実現

は学生を公募できる体勢にする（岐阜連大がそれまでに

には多くの課題があることが明らかになったが、立案段

改組していないことが予想されるので、農学部関係者参

階で表面化した問題に結論を出せないまま継続審議にな

画は弾力的に考える必要がある）。（６）同様に浜医関係

り、いたずらに時間を浪費する傾向がひどくなったた

の大学院については、医工連携の独立大学院を構想する

め、平成 16 年 8 月末をもって WG は活動を終えた。引

余裕を持つことが必要である。

き続いて設立された「新大学院構想設置準備会議」は新

＜新大学院構想に関連した事項・措置＞

大学院博士課程を設置するため、WG で議論された内容

（１）理工学研究科と電子科学研究科を発展的に解消

を基に文科省に提出する新大学院設置申請資料の作成が

する。（２）担当教官を任期制にし、教授はこれまで学

主な任務であった。とりわけ同会議の議論を難しくした

位取得者を出した教官を中心に絞り、若手教官は実績評

議題は、①教員定員を１／ 3 程度にスリム化して新大学

価を重視して選考する。（３）担当教官は浜松と静岡地

院の専任教員にすること、②学生定員は両研究科合計の

域のタスキ掛けになるが、大学院の規模は浜松地区の方

50 名を維持することであった。新大学院研究部の教員

が 2 倍程度は大きくなることが予想される。（４）この

を全て専任教員で構成すると電子工学研究所から多数の

WG の途中の審議内容はすべて HP に載せ、教職員に公

教員が新大学院に異動することは目に見えており、研究

開とする。（５）浜松地区の管理体制としては、工学部

所の存続が脅かされる。これは、新大学院の大きな特徴

長を副学長とし（平成 16 年 4 月より）、また事務機構を

である専任教員のみによる研究部の実現が不可能である

一本化し、事務部長体制をとる（平成 16 年度中に実現

ことを意味する。このような事態が生じることについて

させる。）（６）研究 COE の締め切りが 3 月上旬である

学長はあらかじめ判断していたことであり、学長はこの

ことを考え、大枠の骨格はそれまでに出す必要がある。

点について渡辺電子工学研究所所長の了解を取った上で

上述の骨子では触れられていないが、口頭でなされた

の提案と考えられる。事実、渡辺所長は学長の意を受け

学長の具体的な説明の中に強く印象に残った内容があ

て平成 15 年 12 月から平成 16 年 6 月まで WG の座長を

る。学長は博士課程大学院の抱える問題を深く分析し原

務めている。渡辺座長は議論が沸騰する WG をまとめ

因を明らかにしたうえで、問題解決の方策を述べてい

きれないことと、研究所が維持できなくなることへの危

る。口頭では学長はより具体的な内容に触れており、以

惧の念から、後半の WG 座長を石井理事に引き受けて

下にその要点を整理する。（１）新大学院に参画する教

いただいている。
専任教員のみで研究部を構成できないことが明らかに

員：両研究科に所属する教員数を１／３程度にスリム化
して、全て専任教員にする。（２）研究部（教員の所属）

なったために、従来の研究科で行われてきた兼担教員の

と教育部（学生の所属）：研究部は部門制を取り入れ、

導入による解決策が提案された。専任教員と兼担教員の
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併存は新大学院の組織運営を難しくすることは自明であ
る。専任教員は学部の管理運営や講義は免除され教育部

新大学院（創造科学技術大学院）設置準備に
関わって

の学生の研究・教育に専念できる一方で、新大学院の組
織運営の中核を担うことができる。しかし、兼担教員は

極限デバイス部門

教授

田

部

道

晴

その任に預かることは出来ず、教授会にも出席できない
中途半端な立場で新大学院にかかわることになる。兼担

［はじめに］

教員の導入は電子工学研究所の存続にとっては必要な措

平成 16 年度（2004 年度）は、全国国立大学が独立行

置であったが、研究実績の豊富な電子工学研究所の教員

政法人化された重要な年ですが、電子工学研究所にとっ

が兼担教員の立場で参画することは不自然であり、多く

てもその後の歩みに影響を与えるいくつかの出来事があ

の矛盾を先送りすることになった。

りました。ひとつは大学を上げて 3 年越しで取り組んで

振り返ると、石井座長は議論が沸騰する WG の取り

きた文科省公募プログラム「21 世紀 COE」の採択で、

まとめから「新大学院構想設置準備会議」の運営で相当

研究所を中心とした光・電子・画像技術関連の研究実績

苦労されたことと思われ、その努力に敬意を表したいと

が電子科学研究科（博士課程）の教育実績と一体となっ

思う。

て認められ、国内トップグループの研究教育プログラム

申請資料原案の作成が、廃止される電子科学研究科の

の仲間入りをした年です。この採択には、当時の電子科

科長である私に要請された。割り切れない気持ちを抱え

学研究科の神藤正士科長のリーダーシップに負うところ

たまま、本部事務方を含む大学執行部の強い意向を受け

が大きく、前年、前々年の苦い経験を十分に考慮され

て資料作成を引き受けざるを得なかった。しかし「新大

て、テーマとメンバーを絞り込み、研究所の三村秀典教

学院構想設置準備会議」でも WG で指摘された課題が

授を中心とした中堅・若手教員に案作りを大幅に委譲さ

繰り返し蒸し返され、資料の完成は容易ではなかった。

れ成功に導かれました。ところで、もうひとつの大きな

文科省に提出されて新大学院設置申請書は、法人化前と

出来事がありました。それは、天岸学長の指揮の下、こ

違って事後評価のため、設置承認を前提とする幾つかの

れまでの２研究科（博士課程）を一新して、新大学院を

小コメントに対して小修整を加えて再提出し、平成 18

設立しようとする動きが本格化したことです。この新大

年 4 月に新大学院博士課程「創造科学技術大学院」が発

学院設立に向けた流れを、『新大学院構想設置準備室会

足した。

議』委員であった私の眼から振り返ってみたいと思いま

初代の大学院長に水野忠則先生が研究部長に永津雅章

す。ただし、一介の委員であった私には、この改組を大

先生が選出された。新大学院は多くの困難を包含したま

学行政という高みから大局的、俯瞰的にとらえてお話す

までの発足のため、院長と研究部長にとって、発足時の

ることは難しいことですのでご了承ください。

運営は大変であったと思われる。このような状況の下で
も、その後大学院長に選出された永津先生の粘り強い努

［新大学院とは］

力と高い管理能力のおかげで、創造科学技術大学院は、

平成 16 年夏に、私は当時の渡辺健蔵電子工学研究所

研究論文、学生定員の充足、国費留学生の優先配置など

長から、「天岸学長の下でワーキンググループを組織し

で目覚ましい成果を上げていることは喜ばしいものであ

て大学院（博士課程）構想を練ってきたが、その実現に

る。

向けての方向性は確定し、実務的な準備をする段階に

平成 14 年～平成 18 年は、国立大学法人化、「21 世紀

なった。ついては『新大学院構想設置準備室会議』の研

COE」に代表されるような大学間の競争を刺激する施

究所委員としてその任にあたってほしい。」と依頼を受

策が次々と実施され、大学を取り巻く環境が大きく変わ

けました。実は、この時期は、21 世紀 COE プログラム

り始めた時期であったが、今日ではさらに厳しさを増し

（拠点リーダー：三村秀典教授）が文科省から認可を受

ている。文科省のホームページには、少子化問題を背景

けて、いよいよ走り始める時でしたので世話人の一人で

に進展するグローバル化を大学改革に反映させるため、

ある私も手一杯であると躊躇しましたが、強く依頼され

多面的で野心的な改革プログラムが紹介されている。大

てお引き受けすることとなりました。この『新大学院構

学の差別化が次第に顕在化し、特色のある改革に熱心な

想設置準備室会議』のメンバーは、取りまとめが石井仁

大学が生き残れる仕組みが構想されている。時代の大き

理事で、情報学部から水野、伊東、理学部から加藤、村

な変革期にあって、大学が発展するには学長のリーダー

井、工学部から須藤、柳沢、農学部から碓氷、露無、理

シップの重視性が改めて認識される。

工学研究科から田中、電子科研から神藤、の各先生方に

（平成 27 年 4 月）

加え電研から田部というメンバーで、それに事務方とし
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て佐久間事務局長が加わっておりました。このうち、情

『新大学院構想設置準備室』の第 1 回会合は、平成 16

報伊東、工学須藤、柳沢、電研田部を除く 7 名の委員

年 10 月 1 日に静岡で開催されました。すでに先立つＷ

は、すべてこれまでの「新大学院構想 WG」の委員とし

Ｇで新大学院の骨組みが出来上がっていたはずでした

て 1 年近く天岸学長主導の基本構想について議論を重ね

が、予想に反して初回から多くの問題点が多岐にわたっ

てこられた人たちでした。

て提起され、議論が沸騰しました。委員を依頼された際

『新大学院構想設置準備室会議』発足時点までに形づ

には、「方向性は確定しているので、あとは文科省への

けられてきた新大学院構想の骨格は、次のようなもので

申請に向けた実務的な準備が仕事」と聞いていました

した。

が、様子はかなり違ったものでした。委員の間からは、

①それまでの電子科学研究科（浜松）、理工学研究科

「これだけ問題が山積しているのに、膨大な作業量を伴

（浜松・静岡）を束ねて一つの博士課程大学院とすると

う新大学院を本気でやるのか？」といった批判的な声も

ともに、連合大学院制度（本部岐阜大学）をとっていた

多くあったと記憶しています。その後の度重なる会合で

農学研究科からの参画も促す。これにより学際領域・異

も繰り返し議論に上った問題点をいくつか挙げてみま

分野協同の教育・研究を推進する。

す。

②学生は「教育部」に所属し、教員は「研究部」に所属

①新大学院の専任教員は、その要求される資格条件か

して教育の継続性と教員の流動性という二つの特徴を調

ら、研究力があって学生指導にも熱心であると予想され

和させる。

る。そのような教員が、学部の仕事が軽減・免除されれ

③新大学院の研究部を研究推進の拠点とするために、新

ば、膨大な学部の教務が回っていかなくなる、との声が

大学院を担当する教員は、これまでの全員参加型から研

学部の立場から盛んに出てきました。

究実績・博士課程学生指導実績の点で高いレベルをクリ

②一方、「専任教員」となった立場からの意見も繰り返

アしていることを条件として人数を絞り込む。新大学院

し出されました。すなわち、研究業績の期待に応えつつ

の中核となる教員は、「専任」とし、出身学部では「兼

新大学院の教務関連の仕事もこなし、さらにもしも従来

担」として位置づけて、負担の重い仕事は免除する。な

とあまり変わらない重みで学部の仕事も分担させられる

お、研究所で新大学院に参加する教員は、「専任」とは

ことになれば、過負担となって、何もうまみがない。せ

せず全員「兼担」とする。専任教員、兼担教員は、評価

めて給与面や研究費の優遇措置が必要である、との声が

に基づいて定期的に入れ替えを行う。

ありました。

④平成 18 年 4 月発足を目指す。

③「専任教員」、「兼担教員」として受け入れ人事を決め
る新大学院教授会と各部局の教授会の権限区分が不明瞭
である上に、「専任」を解任されたときに、その教員が

［新大学院設置準備］
私はそれまで学内行政に関わったこともなく、いわゆ

元の部局に戻ることができる保証がない。新大学院担当

るノンポリ教員でしたので、この構想が実現した暁に研

教員の人事に流動性を持たせる、という当初の目論見は

究所がどうなるか、大学がどのように変わっていくの

実際には実現困難ではないか、と繰り返し指摘されまし

か、予測することもできない上に意見らしい意見はもっ

た。

ていませんでした。ただ、研究所の先輩教員からは２つ

④私たち電子工学研究所の立場からすれば、新大学院に

の真っ向から対立する意見をお聞きしていました。その

は「兼担」としてしか加わらないという枠組みの設定に

ひとつは改組に肯定的なもので、「この構想が実現すれ

いら立ちがありました。これまでは、電子科学研究科と

ば、分断し続けていた東西キャンパスを融合して研究力

研究所を一体として運営してきており、これが浜松キャ

を束ねていくことができる。この東西融和は本学の積年

ンパスの研究力の強みとして有効に機能してきており、

の夢である。研究所だけで他と分離したままで研究を推

現に「21 世紀 COE」も採択されて広く認められている

進しても、大学全体の大きな船の先行きは見通せない。」

はずである。しかし、新大学院を主体的に動かすメン

というものでした。これに対峙する意見としては、「新

バーとして研究所の教員は関わらないことになって、こ

大学院の研究部という教員組織は、研究所そのものであ

れで大学の研究力が維持・強化できるのかという問題指

り、同じミッションをもつ組織がダブって作られること

摘もありましたが、全学的な議論の場では大きな声とは

になる。これは、こと研究所に関しては研究パワーを分

なりませんでした。

散させることになって、結果として現在の研究所の存在

⑤別種の問題として、電子科学研究科で特徴として根付

価値を薄めることになり、これが大学全体としての特色

いていた浜松医科大学の客員講座を新大学院では設けな

を失うことにもつながる。」というものでした。

い、となっておりました。せっかく積み上げてきた交流
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の糸を断ち切るのか、という疑問と異議を唱える教員も

前述の新大学院構想時に提起されていた問題点は、今

浜松には多くおられましたが、やはり大きな声にはなら

もなおすっきりしない状態のまま残されています。しか

ず膨大な作業の前に消えていきました。

し、だからと言ってこの 9 年間の歩みを否定的にとらえ
ることは早計です。新大学院構想段階で標榜した教育・

このような多様な問題点の指摘が繰り返しなされて

研究の目標も、理想通りとはいかないとはいえ、9 年の

も、文科省への設置申請に向けての天岸学長、石井理

歳月を経て実績として積み上がってきています。理学、

事や脇を固める本部事務方の姿勢に揺らぎはなく、平

農学、工学、情報の間の様々な面での研究交流・人的交

成 16 年 10 月下旬には、学生定員 50 名の枠組みと、教

流も確実に増えました。国際交流の観点でも、広い分野

育部の５専攻、並びに研究部の枠組みを固めて設置申請

でダブルディグリープログラムの覚書締結校も増えて、

資料の原案作成に着手する段階へと進みました。その原

外国との交流実績も目覚ましいものがあります。これら

案作りは、電子科学研究科長の神藤先生が取りまとめを

の実績は、現大学院長の永津雅章先生のリーダーシップ

任されることとなりました。自ら率いてこられた電子科

によるところがきわめて大であると思います。

学研究科に終止符を打つ新大学院構想を取りまとめなけ

新大学院の研究部と研究所のミッションが重なってい

ればいけない役回りについて、私たち一般の委員には思

る問題についてはその後も長く尾を引くことになります

い至ることのできないご心労があったことと思います。

が、独立行政法人化以降、本学も他の国立大学と競合す

私自身は、電子工学研究所の教員が関与する２つの専

る中で、研究面の強みを打ち出す必要に迫られ、その際

攻（ナノビジョン工学専攻、光・ナノ物質機能専攻）に

に「研究所」は大学を象徴する看板として利用価値が高

ついて、その趣旨やカリキュラム設定などの作成を担当

まっていると思います。伊東学長のリーダーシップによ

しました。このうち、ナノビジョン工学専攻は、冒頭に

り、平成 25 年度からメンバーを入れ替え、工学研究科

書きました「21 世紀 COE」における教育の中核となる

との一体化を強めた新生「電子工学研究所」を発足させ

専攻で、多くの研究所の教員がメンバーとなっています

ました。同時に、東部に「グリーン科学技術研究所」を

が、全員が兼担教員ですので博士課程運営には深くは関

設立し、電子工学にとどまらない静大の研究の方向性を

わる立場でなく、研究所が中心的役割を果たしてきた電

外部に向かって謳い上げていく意思表示となっていま

子科学研究科の時代とは状況が一変することを実感しま

す。この流れの中で、電子工学研究所はこれまでの研究

した。電子工学研究所の教員には、平成 17 年 3 月 4 日

実績が評価され、平成 25 年度に文科省から念願の「全

付けで渡辺所長から個人調書作成依頼の文書が発信さ

国共同利用・共同研究拠点」に認定され、静岡大学の研

れ、その後、平成 17 年 5 月 17 日の第 9 回『新大学院構

究所であると同時に、文科省直轄の研究所としての性格

想設置準備室』会合では、設置審査資料の取りまとめが

も半分併せ持つこととなりました。これは、電子工学研

行われるに至りました。翌月の 6 月 29 日には、新大学

究所の所員のひとりとして誇らしいできごとでした。

院設置計画書が文科省に提出され受理されたとの連絡が

新大学院をどのように総括すべきか、将来に向けて電

石井理事から届きました。平成 17 年 9 月 13 日に、第

子工学研究所とどのように役割を分かち合うべきか、む

12 回『新大学院構想設置準備室』会合が開かれて設置

ずかしい問題ですが、大学での研究力は博士課程教育と

審からの回答が紹介され、これが、準備室としては最後

一体のものであることは衆目の一致するところです。研

の会合となりました。

究室では、一人でも多くの博士課程学生を育てることを

その後は、新大学院発足に当たっての実務を固めるこ

通して、はじめて質の高い研究を行うことができます。

とを目的として、平成 17 年 10 月 6 日に「第 1 回創造科

どのような組織形態であっても、博士課程大学院と研究

学技術大学院設置運営委員会」が開かれて、新大学院の

所は緊密に協力し合う関係でなければならないと思う次

人事の決め方や募集要項に関わる具体的な事項が決まっ

第です。（平成 26 年 10 月）

ていきました。10 月 13 日の「第 2 回創造科学技術大学
院設置運営委員会」において、大学委員長として水野忠
則先生、研究部長として永津雅章先生が決まり、当初の

電子科学研究科終了記念式典の開催報告

計画通り、新大学院は平成 18 年 4 月に船出することと
なりました。そうして、私の委員としてのお役目もここ
までとなりました。

電子科学研究科第 8 代科長
創造科学技術大学院第２代院長

［新大学院設置から 9 年が経過して］

永

津

雅

章

去る平成 23 年 9 月 10 日 ( 土 ) に静岡大学大学院電子
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科学研究科終了記念式典がグランドホテル浜松において

代の思い出話などのスピーチを頂き、和気藹々とした雰

開催されました。昭和 51 年 6 月に設置されて以来、多

囲気のうち、記念式典の幕を閉じました。

くの修了生を社会に送り出してきましたが、平成 23 年

引き続き行われた懇親会では、熊川征司名誉教授の乾

3 月をもって電子科学研究科の 35 年の歴史の幕を閉じ

杯のご発声の後、修了生、指導教員などの旧交を温める

ました。

懇談の様子が会場内で見受けられました。熊川先生のス

電子科学研究科は、後期 3 年の大学院独立研究科とし

ピーチの中で、電子科学研究科の精神は、創造科学技術

て、電子工学および電子工学と他の分野との学際領域に

大学院にしっかり受け継がれているとのお話を頂き、創

おける高度な専門知識を備えた研究者および職業人の育

造科学技術大学院に籍を置く者として非常に嬉しく思っ

成を目的として新制国立犬学として初めて工学系博士課

た次第です。記念式典に参加された多くの方々から、記

程として創設されました。電子科学研究科の設立当初

念式典に参加して良かったとのお言葉を頂き、開催を企

は、電子材料科学専攻 6 講座と電子応用工学専攻 9 講座

画した一人として非常に嬉しく思っています。改めて、

で発足しましたが、その後、昭和 58 年度に電子応用工

記念式典の開催にご協力を頂きました畑中先生、神藤先

学専攻に光電自動機械関連の 4 講座を増設、さらに平成

生をはじめ記念式典実行委員会委員の皆様に感謝申し上

16 年度にナノビジョン工学専攻が増設されました。ま

げ、報告とさせていただきます。（「佐鳴」より転載）

た、創設当初から浜松医科大学の協力を得て、「生体情
報処理」及び「医用電子工学」の客員講座を設けるな
ど、医工連携の先駆的な大学院教育に取り組んできまし
た。平成 23 年 3 月末の終了までの 35 年の間に課程博士
324 名、論文博士 109 名が誕生しています。
平成 18 年 4 月に、電子科学研究科は理工学研究科と
ともに発展的解消され、新しく後期博士課程である創
造科学技術大学院に統合されました。その後、平成 23
年 3 月に電子科学研究科の最後の在籍者の異動にともな
い、事実上廃止となったものです。
本記念式典は、これまでの 35 年間にわたる電子科学

挨拶する永津第８代科長、伊東学長

研究科の教育研究の発展に尽力された多くの皆様への敬
意を表するとともに、その足跡を振り返る場として開催
されました。式典では本学教員、退職された先生方や修
了生など、１００名を超える関係者の参加のもと、はじ
めに永津雅章創造科学技術大学院長 ( 前電子科学研究科
長 ) の開会の挨拶に引き続き、伊東幸宏学長、中村達浜
松医科大学長、江川猛浜松工業会長のご挨拶をいただき
ました。来賓挨拶の後、引き続き、石川正俊東京大学教
授による「高速ビジョンとその応用」と題した特別講演
が行われました。電子科学研究科とも所縁のある高速ビ

挨拶する萩野第３代、水品第４代科長

ジョンに関する非常に多くの興味ある研究成果のご講演
に、参加者も非常に大きな関心を持って聴講されたこと
と思います。
特別講演に引き続き、歴代研究科長の萩野賃先生、水
品静夫先生、畑中義式先生、神藤正士先生の 4 人の名誉
教授の先生方から、それぞれの研究科長時代のいろいろ
な思い出話を頂き、35 年にわたる電子科学研究科の歴
史の重さを感じました。また、研究科修了生を代表し
て、昭和 54 年の第一期修了生の杉浦敏文氏、昭和 57 年
修了生の中村孝文氏、平成 3 年修了生のスコット・ミー

挨拶する畑中第６代、神藤第７代科長

クル氏、および平成 13 年修了生の中村正俊氏に学生時
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第 VI 部

各部門での研究の概要

「電子物理」部門のこと

使っていた）などの測定からバンドおよび発光中心につ
いて調べた．さらに，これらの結晶は小さく成形が難し

元電子材料部門助教授

喜多尾道火児

く，高抵抗なため，ファン・デル・ポウ法を用いて導電
率やホール効果などを測定し，キャリアや不純物準位な

電子工学研究所が発足してからもう 50 年経過したと

どの知見を得た．

のこと．年月の経つのは速いものです．「電子物理」研

◎テルル化カドミウム（CdTe）単結晶の作製とその物

究室でどのような研究を行ってきたかについて簡単に記

性研究［山田］
ブリッジマン・ストックバーガー型炉を使用して溶融

しておきます．「電子物理」部門はその後「電子材料」
部門，「アモルファス」分野などと名称が変わりました

固化法によって CdTe 単結晶（立方晶系）を作り，溶

が，研究は連続していたので，そこでの区分はしていま

融固化を数回繰り返して再結晶させ単結晶の純化を行っ

せん．研究に携わった教官名も記しておきます．実験に

た．さらに，Ga，In などの不純物を添加して n 型単結

は「デンブツ」の技官・学生の皆さんの多大な協力・努

晶を，Te を過剰に入れて p 型単結晶なども作製した．

力・実行などの貢献があったことを付記しておきます．

それら各種試料の基本的な物性（光吸収，導電率，ホー

また，多くの研究室の方々にはいろいろとお世話になり

ル効果など）の温度依存性を調べ，屈折率，吸収端（禁

ました．

止帯幅），電子・正孔の移動度，不純物濃度，その準位

電子工学研究所になる以前の工学部附属電子工学研究

の活性化エネルギーなどの知見を得た．さらに光導電電

施設時代についても少し触れておきます．

流とそのスペクトルの温度依存性，光強度依存性，時間

なお昔のことですので，記憶ボケ，うっかりミスなどが

減衰特性などから化合物半導体特有の深い準位について

多々あろうかと思います．そうした間違いについて，関

推定した．なかでも磁気抵抗効果，電流磁気効果を詳細

係者におかれましては御寛容の程をお願い致します．

に調べ，バンド構造，キャリアの質量などについての解

●研究施設時代（1965.3 以前）

析を行った．

研究施設は日本のテレビの創始者高柳先生の電視研究

◎ヒ化ガリウム（GaAs）単結晶

室の流れを汲んでいた．堀井施設長以下 4 部門にガラス

○ GaAs 単結晶の作製とその物性研究［成田，山田，喜

細工室を加えて，家族的雰囲気のなか自由闊達に，日本

多尾］

のトップレベルの研究を続けていたと言われていた．そ

水平ゾーン・メルト法による抵抗加熱式単結晶製造

の中で「電子物理」部門は撮像管，ブラウン管などに使

装置を設計・製作し，Ga と As を融合させ，GaAs 単結

う光電変換材料およびその光物性などの基礎研究を受

晶を作製した．帯域精製を数回繰り返すことで高純度

け持っていた．そして当時，半導体といえば，Ge 結晶

の GaAs 単結晶が得られた．高純度 GaAs に不純物を添

や Si 結晶の時代にあって，Ⅱ－Ⅵ族結晶，Ⅲ－Ⅴ族結

加した結晶も作製し，それらの基本的な電気的・光学的

晶を研究の対象にしていたという意味で，日本の化合物

性質などの物性測定からバンドやキャリアについての知

半導体材料研究の発祥拠点の一つになっていたと思われ

見を得た． X 線回折（バック・ラウエ・パターン）か

る．

ら結晶構造は立方晶系の閃亜鉛鉱型であることを検証し

◎硫化ゲルマニウム（GeS）などの光導電材料の研究

た．
○ GaAs 半導体レーザー［成田，山田，桑原］

［藪本］
光電変換材料としての GeS などについての基礎・実

GaAs 単結晶に不純物を添加及びドーピングにより

用研究を行った．現在のオプトエレクトロニクスの先駆

pn 接合も作った．pn 接合の発光研究から始めて，結晶

けとなったものであった．この光と電気に関する物性お

の劈開面（110）を利用したレーザー発振を観測した．

よびその材料については，その後の「電子物理」での研

性能維持のために，低温での発振実験であった．さらに
「回路」部門と共同で，工学部と研究施設（現在の西部

究テーマとして引き継がれていった．
◎Ⅱ - Ⅵ族半導体の結晶成長とルミネッセンス［成田，

協働センターの場所にあった）との間で，このレーザー

長坂，杉山］

を利用した光伝送実験を行い，成功した．

気相成長法による ZnS や CdS などの単結晶（主に六

●研究所時代（1965.4 ～ 2005.3）

方晶系のもの）の作製と共に，各種添加物（発光の付活

研究所になっても GaAs 結晶や CdTe 結晶の研究を引

剤）の添加法について調べた．単結晶での光吸収とフォ

き続き行った．そして時間的には前後し重なり合いなが

トルミネッセンスの発光特性やスペクトルなどの添加物

ら，「電子物理」での研究は主に２つのテーマの流れに

濃度依存性や温度依存性（当時は冷媒として液体酸素を

なっていった．カルコゲナイド・ガラス半導体とエレク

－ 154 －

トロクロミズムである．前者の研究は，テトラヘドラル

と SiC:Al は p 型なので，pn 接合の作製に成功した．

系（Si，Ge）の薄膜が創出されて非晶質（アモルファ

・Si 融液法：Si をカーボンのルツボの中で融解させ，温

ス）半導体という言葉が普及する以前から開始してい

度制御により結晶成長を行った．結晶多形の制御，成長

た．まだガラス状（vitreous）半導体と呼ばれていた時

した結晶の純度の制御，エピタキシャル成長の制御を確

代であった．後者については非発光型の光デバイスとい

かめた．

う分野の揺籃期から研究を始めた．

○電流制御による結晶成長機構の研究［熊川，早川，山

◎化合物半導体結晶の光物性研究

田］
融液が冷えて固化し，結晶が成長する際その固液界面

○ GaAs の pn 接合（ダイオード）の発光の研究［山田，

にパルス電流を流すとペルチェ効果により，界面温度が

桑原］
レーザー発振特性を詳しく調べた．また，GaAs のダ

変調され，結晶成長の現象がモニターできる．ガリウ

イオードの順方向だけでなく逆方向バイアス下での発光

ム・アンチモン（GaSb）を用いて，結晶成長速度の制

波形やスペクトルの電流密度依存性や温度依存性，さら

御，含有不純物量の制御などを解明した．これらを基に

にダイオード破壊の前駆現象などから，発光メカニズム

して，結晶成長機構の理論的解析も行った．こうした知

や性能向上についての知見を得た．

見により，３元混晶半導体の結晶成長にもアプローチし

○ GaAs 結晶のキャリアライフタイム［山田，喜多尾］

た．
なおこの項及びその後の発展については「半導体」部

化合物半導体のキャリアライフタイム（τ）は元素
半導体に比べて極端に短いためよく知られていない．

門で詳細に述べられると思います．

代表的な化合物半導体ｎ型 GaAs のτを光導電効果と

◎ SiC 結晶の発光現象［山田，桑原］

光電磁（PEM）効果の温度・光強度・磁場強度依存性

各種不純物（発光の付活剤：Ga，Al，B など）を添

から，キャリアの再結合過程には特に正孔トラップが

加した SiC 結晶（主に立方晶系）のフォトルミネッセン

優勢であることが分かった．電子のτ ｎ =: 10―６ 秒，正

スを研究した．発光帯の形状の温度（液体ヘリウム温度

孔のτｐ =: 10―１０秒と評価できた．また光導電電流減衰

まで）・励起光強度・不純物濃度などの依存性，エキシ

法も測定し，多数キャリアであるτｎの整合性を確認し

トン強度を含めた微細構造，フォノンレプリカ，時間分

た．

解スペクトル，減衰特性などを測定した．その結果，ド

半導体中のキャリアライフタイムについての測定法・

ナー・アクセプター（D-A）ペアの発光が強く，不純物

結果・解釈などを総合的に論じた．

が置換型であることも突きとめた．

○ CdTe 結晶の自由キャリア吸収［山田］

◎カルコゲナイド・ガラス半導体

CdTe 単結晶の赤外領域におけるレストラーレン・バ

非晶質（アモルファス）半導体の分野には主にカルコ

ンド吸収などの測定から，自由キャリアによるバンド内

ゲナイド・ガラス系とアモルファス Si 系とがある．前

遷移からの寄与を同定し，キャリアの質量やバンドの内

者の代表的な化合物である As ２Se ３ についての性質を

部構造などの知見を得た．

広く調べた．なおカルコゲナイドとは，カルコゲン原子

◎結晶成長機構の研究

（S，Se，Te）の化合物のことである．

○シリコンカーバイド（SiC）の結晶成長［山田，熊
川，桑原］

ここで，非晶質とは結晶（短距離秩序と長距離秩序を
持つ）でない不規則性固体物質のことを言う．即ち，短

SiC はワイド・バンド・ギャップを持つ物質で耐熱性・

距離秩序はあるが，長距離秩序を保持しないものを意味

耐薬品性・機械的強度にも優れた半導体である．結晶構

する．アモルファスという言葉は薄膜を含む非晶質全体

造が多形を持つため，単結晶成長が難しい物質でもあ

に対応している．これに対し，ガラスは薄膜を含まず，

る．

融液凍結から作られたバルク状のものだけを指す． こ

・トラベリング・ソルベント法による結晶成長：２枚の

のように周期境界条件を満たさない原子で構成された物

SiC 板の間に溶けたクロム（Cr）の高温側から低温側

質でも，どのような半導体的性質（例えば，禁止帯の存

に SiC が析出し，最適の温度，温度勾配，Cr 層の厚さ

在）を示すのかについて調べた

を制御することで単結晶を成長させた．またこの方法で

○三セレン化ヒ素（As ２Se ３）の相変化［山田，喜多

pn 接合の作製も行った．

尾］

・アルミニウム（Al）を用いた気相成長：SiC 粉末に Al

As ２Se ３の溶融液は冷却して固化したときに結晶にな

を加え加熱し，少し低温に保った SiC 結晶上にエピタキ

りにくく，容易にガラスになってしまう．このため結晶

シャル成長が可能となる．基板を n 型 SiC にしておく

相と非晶質相について，冷却速度や組成依存性などか
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ら両相の生成条件（ガラス化領域）を示差走査熱量計

カルコゲナイド・ガラス半導体の禁止帯内に多く存在

（DSC）などの熱分析により調べ，検討した．その結

する欠陥準位は荷電した方が安定であると考えられてい

果，昇華再結晶法を用いて，As ２Se ３原料の場所と異な

る．交流導電率の周波数特性とその温度依存性から，こ

る場所に，ある程度低い温度で結晶核（種結晶）を発生

の特異な荷電欠陥（D+，D －）が関係すると考えられる

させてから少し温度を高くして結晶成長させた．この２

交流伝導機構の解明を行った．不純物を含まないカル

段階過程を採用することにより，As ２Se ３の単結晶を従

コゲナイド半導体の交流伝導は D ＋ と D– との間のバイ

来よりも比較的短期間で作製することが可能となった．

ポーラロン・ホッピング伝導であると解釈できた．アモ

それでも 4 × 1 × 1mm ３程度の単結晶を作るのに，数

ルファス物質では一般に不純物に鈍感であると指摘され

日を要した．単結晶は外見からでも層状結晶と分かり，

ている．しかし，他の現象と異なり交流導電率の周波数

X 線回折やワイセンベルク写真などから，単斜晶系に属

及び温度依存性などが不純物添加に強く影響を受け，交

することを確かめた．また，微結晶を含まない純粋なア

流伝導機構が変容することを見出した．不純物添加効果

モルファスのバルクをメルト・クエンチ（急冷）法で作

としてⅠ価金属（Ag，Cu）の添加では少量添加の時で

製する方法を見出した．

も形成される中性欠陥（D ０）間のシングルポーラロン・

さらに添加物として Ag を含む As ２Se ３:Ag について

ホッピング伝導による寄与が生じることを見出した．た

ガラス転移点や相変化（結晶化）を調べ，ガラス化領域

だしⅡ価金属（Zn）やⅢ価金属（Ga）の添加ではバイ

が Ag 濃度に対して広い範囲を持つことが分かった．

ポーラロン・ホッピング伝導のみが観測できたので，荷

○ As-Se 系アモルファス半導体の電気的・光学的・光

電欠陥には影響せず，バンドテイルの状態密度に影響

導電的・熱電的性質［喜多尾，山田］

を与えていると見なすことができた．さらに遷移金属

アモルファス物質の化学組成は結晶と異なり，ストイ

（Mn）の添加ではバイポーラロン・ホッピング伝導に重

キオメトリックな比率で固定しなくても良く，ある程度

畳して，Mn の作る 2 つの局在状態間で起きる単純ペア・

自由な組成成分を取ることができる．このため，As-Se-

ホッピング伝導の存在が強く認められた．このように

Ag(Cu，Tl) 系，As-Se-Te 系などのガラス及び薄膜を用

種々の添加物による荷電欠陥への影響が異なるので，交

いて，直流導電率，光吸収スペクトル，直流及び交流の

流伝導率はガラス半導体内の局在状態を知る有力な手段

光導電率，熱起電力（ゼーベック効果）などの温度・光

であることを指摘できた．なお直流伝導で起きているマ

強度・組成依存性などを調べた．これによりアモルファ

ルチプル・ホッピング伝導は交流伝導では起きていない

ス半導体には，導電率からの活性化エネルギーと光吸収

ことを検証した．

から求めた吸収端とは必ずしも一致しなかったが，禁止

○光電流長時間減衰における分散型伝導［山田，喜多

帯（ギャップ）が確かに存在した．そしてこのギャップ

尾］

内に一般の結晶半導体とは異なる性質を持つ多くの局在

アモルファス半導体のようなギャップ内に多くの局在

状態が存在することが判明した．それらは長距離秩序を

状態が存在する物質において，光照射などで生じた過剰

持たないことから生じる格子の乱れによる浅い準位であ

キャリアの輸送現象は分散型伝導機構によって支配され

るバンドテイルと格子歪みからもたらされるダングリン

ることが知られている．そこでの再結合過程は一分子型

グ・ボンドによる深い欠陥準位とに区別され，役割の違

もしくは二分子型をとる．
アモルファス As ２Se ３に Ag もしくは Cu を添加して

いについての知見を得た．
○非晶質 As ２Se ３:Ag における Ag イオン伝導［山田，

光電流の長時間減衰を測定（約 100 秒まで）し，ギャッ

喜多尾］

プ内局在状態と不純物準位との関係などを調べた．光電

高濃度の Ag を含む As ２Se ３ガラスの電子伝導とイオ

流の長時間減衰のトレースは分散型伝導に基づく拡張指

ン伝導についての評価を行った．完全な Ag イオン伝導

数関数でよく表現できた．解析の結果，再結合は一分子

体である Ag ４RbI ５ を用いて，Ag イオンの移動によっ

型であり，固有のバンドテイルを介する再結合が深い欠

て生じる電気化学ポテンシャルによる電位差の時間的変

陥準位を経由するものよりも優勢であった．また不純物

化を 130℃で測定した．その結果イオン伝導性が認めら

の添加は光電流を減少させ，不純物準位による再結合が

れたが，その伝導度は電子伝導度に比べて 10

―７

程度も

支配的となったと推察できた．

小さかった．従って室温ではなおさら電気的性質はほと

○ As ２Se ３単結晶のフォトルミネッセンス（PL）
［喜多

んど全て電子的なものと考えて良いと解釈できた．

尾，山田］

○ As ２Se ３ガラスの交流伝導機構とその不純物添加効果
［喜多尾，山田］

未処理および種々の熱処理（As 雰囲気下で）を加え
た As ２Se ３ 単結晶の PL の発光スペクトルと励起スペ
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クトルを極低温（4.2K，20K）で測定した．前者からス

（工学部電気）］

トークス・シフトが大きく，アモルファスと同様格子

非晶質 As ２Se ３:Ag(Cu) の非線形光学的測定を行っ

緩和が大きいことが分かった．後者と光吸収度との比

た．金属の添加は非線形吸収を増加させずに，非線形

較・検討から表面再結合の影響が強いこと，キャリアの

屈折率を増大させた．その値はシリカ・ガラスの 2000

拡散距離がアモルファスのものより小さいことが解析さ

～ 27000 倍であった．またブリリュアン散乱測定からそ

れた．層状結晶のため，層に垂直な方向への拡散は起こ

の利得係数はシリカの 20 倍であった．これらから光ス

りにくいと考えられる．また熱処理効果は両スペクトル

イッチ素子への応用に適していることが分かった．

にあまり影響を与えていなかったが，光吸収度は吸収端

さらにラマン分光と熱分析から，As ２Se ３ガラスの構

より少し低エネルギーで増加していた．また直流導電率

造，添加した Ag や Cu がどのような配置を取るかを調

も As 処理で増加していた．以上のことから，熱処理は

べた．また不純物添加を異なる添加法であるフォトドー

ギャップ内のバンド端近くに非発光の局在状態を増加さ

ピングで行った場合には，添加物が構造の中への組み込

せるが，発光中心を生成していないと推察できた．

まれ方に差異があることを明らかにした．

As ２Se ３単結晶は層状結晶で非常に柔らかいので，ア
モルファスと同様格子歪みが大きいことから構造的な

◎ラングミュア・ブロジェット（LB）膜の作製と電気
的性質［山田，喜多尾］
ステアリン酸カドミウムを用い，垂直浸積法で LB 単

荷電欠陥が存在していてもよいと推測できる．その場
＋

－

合，D もしくは D が発光中心と考え，キャリアがそ

分子層膜を作製した．膜内に存在する導電性欠陥につい

こから励起されたとき D ０になる．そしてフランク・コ

ては銅デコレーション法を用いて観察して，表面圧との

＋

－

ンドン原理により，元の D もしくは D にキャリアが

関係を調べた．高い表面圧下で採取した膜では導電性欠

戻るとき，格子緩和によるエネルギー・ロス（ストーク

陥は膜崩壊に付随して生じていたと考えられる．また，

ス・シフト）の分だけ低エネルギー側で発光が起こった

下相水の pH や緩衝剤の影響も調べ，導電性欠陥の発生

と考えられる．キャリアとして正孔が関与したときには

原因とその密度の低減を検討した．

＋

－

D ，電子の時には D である．どちらのキャリアが PL

◎ホットエレクトロンによる発光への寄与の理論的解析
［山田］

に関与しているかは不明であった．
キャリアについての知見を得るために，同じ熱処理し

半導体の pn 接合による逆方向発光はバンドギャップ

た As ２Se ３ 単結晶について電気的性質も調べた．しか

よりも大きいエネルギーで観測される．これまで解釈さ

し，この単結晶はとても柔らかく，触っただけですぐに

れていたキャリアの制動（Bremsstralung）発光と，電

傷ついたり，曲がってしまったりした．また層間ではが

子と正孔との直接再結合の可能性を理論的に解析した．

れ易かった．そのためデータの再現性に問題があり，解

Ge と Si の発光データを用いて，両者の理論値とフィッ

析することが困難であった．

ティングを行った．その結果，直接再結合放射によるこ

○金属イオンセンサとしての As ２Se ３:Ag ガラス電極

とが分かった．
◎エレクトロクロミズム

［喜多尾，山本（「回路」部門）］
カルコゲナイド・ガラスは一般に酸性に対する耐性が

非発光型光デバイスの分野はクロモジェニックスと呼

強いことから，強酸や酸化腐食性溶液中の金属イオンセ

ばれている．物理的刺激による物質の色変化に関する材

ンサとして期待されている．As ２Se ３:Ag を電極として，

料科学および光デバイス応用の概念を指している．即ち

試験溶液（硝酸に AgNO ３）内の Ag イオン濃度による

電気，光あるいは熱などのエネルギーによって，物質の

起電力（EMF）の変化を測定した．その結果，Ag イオ

光の透過率や反射率などを可逆的に変化させることで色

ン濃度に比例した安定な起電力が求められた．また妨害

変化が起こる．光の放出（発光）を伴わないので，非発

イオン（Cu，Hg イオンなど）を試験溶液に加えても，

光型と呼ばれ，まわりの光を利用して色が付くことから

その影響を受けずに良好な選択性 Ag イオンセンサとし

受動型光デバイス（例えば調光ガラス）としての応用が

て働いた．実用を考えて，As ２Se ３:Ag を薄膜化したも

考えられている．非発光なので，網膜を強く刺激せず，

のでも測定し，同様な結果が得られた．ただし，膜がは

眼に優しいことが特長である．また視角依存性もない．

がれてしまう場合も起きたので，薄膜を基板に強固に付

遷移金属酸化物膜を用いて，電流を流す（電圧を印加

着させる必要がある．なおアンペロメトリックな電流測

する）ことで色変化が起こるエレクトロクロミズムの研

定（直流と交流）も行い，より高感度での測定をするこ

究を行った．このエレクトロクロミズムは電気化学的な

とができた．

反応であるが，色変化が起こるのは電子過程である．即

○カルコゲナイド・ガラスの音響光効果［喜多尾，小楠

ち，アイオニクスとエレクトロニクスの両面を持ってい
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る．

をすることができる．一方，スパッタ膜は 10 数回程度

○遷移金属酸化物膜の作製とエレクトロクロミック

の着消色を繰り返した（エージング）後，ようやく可
逆的な着消色が出来るようになることを見出した．この

（EC）特性［山田，喜多尾］
EC 遷移金属酸化物膜の中で代表的な酸化タングス

時スパッタ膜内に取り残される電荷（残留電荷）が存在

テン（WO ３）と酸化ニッケル（NiO）について主に研

する．この残留電荷は赤外吸収測定による分子振動の同

究した．（電子電極／ EC 膜／電解質）という構成にし

定から，膜内の粒界に存在する未結合の酸素と結合して

て，電子電極（透明電極：ITO など）と電解質溶液中

OH または H ２O となり膜内に取り込まれてしまい注出

の対抗電極との間に電圧を印加することで EC 膜は着色

できないでいるものと思われる．即ち，水和化させてい

（色変化）する．ここで WO ３の場合には ITO 側を負に

るとも考えられる．
着色時の透過率スペクトルに関しては蒸着膜とスパッ

なるように電圧を印加すると，ITO 側から電子が，電
＋

解質側から陽イオン（H ）が同時に注入されることで

タ膜との間での差異は殆ど認められなかった．

電流が流れ，生成したタングステンブロンズ（H ｘ WO

・注入電荷としてはプロトン（H+）を使った．これは

）による近赤外領域の 1.3 eV 付近にピークを持つ幅の

３

H+ の場合の方が着色効率が大きいことや WO ３ 母体の

移による）が生じ，青色に着色する．このためカソー

構造への影響が少なかったからである．多くの場合，電

ディック（陰極性）EC 材料と呼ばれ，還元発色型であ

解質溶液として WO ３膜に対して 1N の H ２SO ４アルコー

る．電圧を OFF にすると着色はそのまま保持される

ル溶液を，NiO 膜に対しては 1N の NaOH 水溶液を使

から W

６＋

リチウムイオン（Li+）を使用した場合と比較した結果，

への電子の遷

広い吸収帯（EC バンド／ W

５＋

（メモリー効果；この時電力は消費されていない）．そし

用した．なお，対抗電極にはカーボン棒を使用した．

て極性を反転すると電子とイオンが膜から注出されるこ

・WO ３ 膜の注入電荷量による屈折率や禁止帯幅の変化

とで，膜は消色して，元の透明状態に戻る．そして可逆

を調べた．バンド端近くにアモルファス特有の局在状態

的に何度も繰り返し着消色ができる．一方，NiO では

が多く存在することが分かった．

作製時の（as-depo.）膜は暗褐色である．これは WO ３の

○ WO ３膜内の電子の拡散速度［喜多尾，山田］

ような光吸収帯を持たず光エネルギーと共に吸収が増加

残留電荷の影響を受けない WO ３蒸着膜を電解質溶液

しているからである．電子電極側を負に印加すると消

中に浸し金属針を接触するだけで，膜は着色し，着色領

色し，反転させ正に印加すると着色するので，アノー

域が時間と共に広がっていく．これは注入イオンが電解

ディック（陽極性）EC 材料と呼ばれ，酸化発色型であ

質溶液から常に供給され，電子は金属針から注入される

＋

る．この型の着色の際，カチオン（H ）が注出される
－

ことで起きる．従ってこの着色端の移動速度が拡散現象

のか，もしくはアニオン（OH ）が注入されるのかと

であるとして，拡散方程式から電子の拡散係数を求め，

いう２つの考え方がある．

その移動度を求めることができる．EC 膜はアモルファ

これら EC 材料と EC 特性についての全体像を理解す

スであるため，半導体結晶などに比べて遙かに小さい値
（0.3cm ２/V･sec）であった．

るべく実験・研究を行った．
なお，EC 特性の評価の一つに着色効率がある．この着

○温度変調分光法による EC バンドの解析［山田，喜多

色効率は注入電荷量に対する光吸収量（光学密度）の

尾］

割合と定義されている．着色効率は波長によって異な

EC バンドは，そのピーク値や半値幅などの温度依存

るが，633nm の波長（He-Ne レーザー）で測定したも

性から，スモール・ポーラロン吸収が関係しているこ

のを主に使った．この波長では WO ３の着色効率の値は

とが分かった．このため温度変調分光法により，WO ３

NiO のものより大きい．

膜の EC バンドの成因を調べた．温度変調分光法とは

・膜作製は真空蒸着法と高周波マグネトロンによる反応

試料の温度を周期的に変化させ，温度の変化量（Δ T）

性スパッタ法で行った．スパッタ法は高周波入力やス

に対応した光吸収係数の変化量（Δα）である温度微

パッタ雰囲気（Ar/O ２）の酸素量を変化させることが

係数（Δα / Δ T）を測定する方法である．EC バンド

できるので，酸化物膜の組成や粒子の大きさなどを制御

は電子とイオンの同時注入で生じるので，格子緩和が

できる利点がある．また着色効率の高い膜を得ることが

起こる．配位座標を用いた原子価交換モデルを使って，

できた．なお，これら物理的堆積（PVD）法で作られ

EC バンドがガウス関数の形をとるとしてΔα / Δ T の

る膜は基板を高温にしない限り殆どがアモルファス状態

光エネルギー依存性を理論曲線とフィッティングして，

で得られた．

ポーラロン・エネルギーやフォノン・エネルギーなどを

・蒸着膜は as-depo. 状態からでもすぐに可逆的な着消色

求め，EC バンドの知見を深めた．
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可視光領域での着色効率の改善される混合膜（Mo

○結晶 WO ３膜の EC 特性［喜多尾］

W １－ｘ O ３）を真空蒸着法で作製した．蒸発源として

スパッタ法で作った WO ３ 膜の結晶化を試み，その

用いた WO ３用と酸化モリブデン（MoO ３）用の 2 つの

EC 特性を調べた．基板温度を 200℃以上にすると結晶

ボートに流す電流を調節して x（W と Mo の比率）を

化が始まる．300℃で作製された膜の評価をした．原子

変え，その値は電子線マイクロアナライザー（EPMA）

間力顕微鏡（AFM）から粒径がアモルファス膜のもの

から決定した．この混合膜の EC バンドはそれぞれ単独

より何倍にも大きいことが観察でき，結晶が成長したと

の MoO ３膜と WO ３膜のものよりも高エネルギー側にシ

考えられる．オージェ電子分光分析（AES）から W と

フトするので，可視光領域での着色効率が高くなる．こ

O のみが検出され，結晶の組成が均一で不純物を含んで

の混合膜についても同様な実験を行って，x を変えた場

いなかった．また X 線回折（XRD）と合わせるとこの

合の結果を得た．さらに EC バンドは x=0.13 のときに

WO ３膜は良質な結晶（正方晶系）になっていることが

ｘ

最も高エネルギー側に現れ，これは Mo

５＋

から W

６＋

へ

分かった．この結晶の WO ３膜も EC 現象を示した．そ

の電子遷移が新に生じたことによると解釈できた．

の着色効率は，アモルファスの膜と比較すると，可視光

○固体電解質 Ta ２O ５膜の作製と全固体型 EC セル［山

領域では低下するのに対し，近赤外領域においては約
2 倍の値が得られた．このことから WO ３膜のスマート

田，喜多尾］
EC セルの実用化のためには電解質を溶液ではなく固

ウィンドウへの応用にはアモルファス膜より結晶膜の方

体化する必要がある．透明な固体電解質 Ta ２O ５を使い，

が適していると考えられる．

EC 膜として WO ３または NiO を使って，両側を透明電

◎水素導入法によるスパッタ膜の作製

極（ITO）で挟んだハーフセルを作製した．WO ３ の場

EC 現 象 は 水， 即 ち プ ロ ト ン（H+） や 水 酸 基 イ オ

合は着色効率も高く，寿命も長かった．EC 現象で固体

ン（OH －）が密接に関係している．従って EC 膜の as-

電解質が使用できることを実証した．一方，NiO の場合

depo. 状態で既に水和化の量を制御された膜を作ること

には着色効率は液体電解質を使ったときよりもはるかに

が重要である．このためスパッタ雰囲気に酸素ガス（O

小さく，自己消色も強かった．これは NiO 膜と Ta ２O ５

２

膜との間の界面における整合性の問題や電流のリークな

ス導入量を調整することで任意の色濃度を持った酸化・

どが原因と考えられた．

還元膜の作製を試みた．H ２を使用し，O ２と混ぜ，しか

○ EC 用二酸化チタン（TiO ２）スパッタ膜の作製［喜

も高電圧下でのスパッタリング実験なので安全には万全

多尾］

の注意を払った．

カソーディック EC 材料である TiO ２の膜作製を試み
た．スパッタ圧力が低いときにはアモルファス膜が得ら

）だけでなく水素ガス（H ２）も導入し，これらのガ

○ EC 用遷移金属酸化物の水素導入スパッタ膜［喜多
尾］

れたが，高くしていくと順にアナターゼ型，ルチル型の

膜作製時のスパッタ雰囲気として Ar を常に 50%，残

結晶を含んだ膜が得られた．そしてアモルファス膜は

りを O ２ と H ２ で満たした．WO ３ の場合，導入 H ２ 量

EC 現象を示す．透過スペクトルは注入電荷量が少ない

33% 付近で青色の膜が得られたが，導入 H ２量で色の濃

ときには可視光領域ではフラットに増減した．ただし，

さをあまりよく制御できなかった．一方，NiO の場合に

注入電荷量を増加させると長波長領域の吸収が徐々に

は導入 H ２量の増加と共に色は次第に薄くなり，導入 H

増加し，TiO2 膜は薄い紺色になった．その着色効率は

２

低く，WO ３ 膜に比べて 1/5 くらいだった．アナターゼ

ち，水素導入法により NiO 膜では酸化・還元状態を良

膜ではさらに低く，ルチル膜では EC 現象を示さなかっ

くコントロールすることができた．

量 40% でほぼ完全に透明な as-depo. 膜が得られた．即

た．また，スパッタ雰囲気内の酸素量が 30% 以上で作

WO ３と NiO の両膜において，導入 H ２量の増加によっ

製したアモルファス膜は交流コンダクダンス測定からイ

て，着色効率はあまり変化がないこと，赤外吸収測定か

オン伝導のみであった．酸素欠損がなくなったために固

ら as-depo. 膜の O-H 伸縮振動や H-O-H 偏角振動が増加

体電解質的な性質を持ったと考えられる．このように

していること，また残留電荷は減少していること，さ

TiO2 膜は酸素量 30% を境にして EC と固体電解質の両

らに AFM 観察から粒径は変化していないことなどが分

方の特性を持つことが分かった．

かった．これらのことから導入水素は残留電荷の効果と

なお，使用した液体電解質のうち 1N の HCl 水溶液を

同じように膜内粒界の未結合酸素と結合していると推論

使った時が最も着色効率が高かった．H ２SO ４アルコー

した．ただし，導入 H ２量 40% 以上の WO ３膜は，金属

ル溶液では TiO 膜が溶け出したので，EC 現象を観測す

光沢を持った膜となり EC 現象は乏しかったので，推論

ることはできなかった．

から除外した．
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なお，導入 H ２ 量を変えた as-depo. NiO 膜の X 線光

膜として作製できるようになったので，相補型 EC セル

電子分光分析（XPS）から消色状態は Ni(OH) ２，着色状

（ITO/WO ３/ 電解質 /NiO/ITO）の試作をした．相補セ

態は NiOOH であり，着色中心は Ni

３＋

であることが示

ルは電解質の両側の EC 膜が同時に着消色すると共に，

唆された．

電解質でのイオンの注入と注出とが両側で無理なく行わ

○ NiO 膜の電気化学測定［喜多尾］

れるなどの利点が多い．各々の膜はスパッタ法で連続的

NiO スパッタ膜の EC 現象における電気化学的反応を

に堆積したが，膜の堆積する順番で着色効率が異なっ

調べるために，サイクリックボルタンメトリーとイン

た．これはスパッタリングによって下層の膜がダメージ

ピーダンス測定を行った．

を受けたと考えられ，適切な堆積条件を検討した．な

多重掃引法によるサイクリックボルタモグラムはス
イープサイクルが増えて行くにつれ電流が増加するが，

お，NiO 膜と電解質（Ta ２O ５）膜の堆積時には水素導
入も施した．

やがて一定になることを示した．即ち，このエージング

こうして作られた相補セルにおいて，水素導入しない

の後，可逆的な着消色となることを示した．この点に関

NiO 膜を使用した時には EC 現象を示さなかった． 水

して，水素導入した膜は導入しない膜との違いはなかっ

素導入した NiO 膜の時には着色効率は NiO のハーフセ

た．

ルよりずっと高く，WO ３ のハーフセル以上の EC 特性

周波数応答解析による複素インピーダンス・プロット

を示した．透過率スペクトルは可視光領域では全体的に

及び位相角プロットから，EC の応答性がイオンの拡散

ほぼフラットに 20% から 80% までの間を変化させるこ

現象であることを確認し，その拡散係数を求めた．即

とができた．そして Ta ２O ５ 膜にも水素導入を行うと，

ち，EC 現象はイオンの拡散律速であることが分かった．

着色効率はより改善され，導入 H ２ 量が 20% の時に最

ただし，印加電圧が高くなると電極での酸素の発生が起

も高かった．このとき Ta ２O ５膜内粒子が一番細かいこ

こり，電極表面近くの電解質溶液中に２重層の形成が認

とを AFM で確認した．粒界部分が多くなり，膜内水分

められた．水素導入膜でも上記両プロットの傾向は同じ

が存在しやすくなったためと考えられる．即ち，水素導

であった．

入効果の粒子径に与える影響は EC 膜と固体電解質膜と

これらのことと赤外吸収測定の結果と合わせると，消

で異なることが分かった．

色状態で OH が増加していることから，NiO 膜でも WO

EC 現象は水の存在に大きく影響を受ける．このため

膜の場合と同様，初期の着消色操作（エージング）で

湿度を変えた環境（30 ～ 90%）の中で相補セルの着消

残留電荷が膜内に取り込まれ，消色状態の時に OH ま

色を行って，EC 特性を調べた．湿度が高くなると着色

たは H ２O として存在していることが分かった．水素導

効率は高くなった．また着色速度も速くなった．ただこ

入した膜も導入しない膜も電気化学的な反応は同じであ

うした変化があることは実用的には好ましくないので，

ると結論づけられた．また，導入 H ２量 40% の as-depo.

エアタイトにシールする必要がある．水素導入した Ta

NiO 膜は電気化学的に消色した膜と同じ EC 特性を持っ

２

ていることが証明できた．

まであることから，水素導入法をうまく利用することが

○ NiO 膜のアニオン注入による EC 現象［喜多尾，藤

必要である．

波（工学部化学）］

◎微視的な EC 現象の観察［喜多尾，岩田（工学部機

３

アノーディック EC 材料（NiO など）では着色反応は

械）］

カチオンの注出かアニオンの注入によって起こるのか不
–

明であった．アニオン伝導体（Br イオンだけを通し，
－

O ５ 膜で構成すると，ドライ中でも着色効率が高いま

WO ３と NiO のスパッタ膜の局所的な EC 現象の振る
舞いを走査型近接場光学顕微鏡（SNOM）により観察

OH イオンはもちろんカチオンも通さない）で電解質

した．この装置はナノスケールで表面トポグラフィ，光

側を覆った水素導入スパッタ NiO 膜の EC セルを作り，

学像，電流像を見ることができる．部分的に色変化を施

電解質として ZnBr ２ 水溶液を用い Br － イオンのみの着

した EC 膜の光学像では着色部分と消色部分がはっきり

色を試みた．その後も 順調に着消色したが，着色効率

と区別できるのは当然だが，トポグラフィでは変化が

は少し低かった．また膜作製時の導入 H ２量の増加に伴

なかった．即ち，EC 現象は膜内の粒子に関して形状的

い残留電荷（不活性 Br の量）が増加した．これらから

には何ら影響を与えていないことが分かった．また電流

少なくとも NiO はアニオンによって着消色することが

像からは，膜内の着色部分は電流をよく通す低抵抗を示

解明できた．

し，消色部分は殆ど電流を通さないような高抵抗になっ

○全固体型相補 EC セルの作製［喜多尾］

ていることが判明した．いわゆる金属・絶縁体転移の一

水素導入スパッタ法で NiO 膜が as-depo. 状態で透明

例であることが示唆された．
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スパッタ膜内粒子の大きさ（直径）は WO ３では 100
～ 300nm，NiO では 100 ～ 150nm であった．この一つ

電子工学研究所と共に歩んだ 38 年間の研究生
活を振り返って

の粒子ごとに金属プローブを使って消色することができ
た．即ち，粒子内は均一な EC 現象を示した．このこと

名誉教授

熊

川

征

司

から残留電荷は粒子内ではなく粒界に存在することが確
証できた．

電子工学研究所が本年 4 月に 50 周年を迎えられたこ

◎ WO ３ 膜の赤外吸収スペクトルとその分子振動解析

と、誠に嬉しく思います。今後も研究・教育などで多大
な貢献と向上発展を期待します。研究所の半世紀に亘る

［喜多尾，石田（岡崎分子研）］
EC 現象の機構については原子価交換モデルが有力だ

活動を記念誌として発行するとのことですので、電子工

が，不明のままである．赤外吸収測定結果と分子振動解

学研究所と共に歩んだ 38 年間の研究生活の一端を記さ

析ソフト（GAUSSIAN98）を用いたシミュレーション

せていただきます。記述の大部分は定年退官時の最終講

とから，着消色によって起こる結合の変化を調べた．

義や研究の纏め資料に基づいています。
電子工学研究所が静岡大学工学部の付設電子工学研究

蒸着膜の赤外吸収測定から，注入電荷の増加に伴い，
O-H 伸縮振動は水素結合を伴ったより低いエネルギーの

施設から静岡大学附置電子工学研究所として文部省から

O-H 振動にシフトし，同時に W=O ダブルボンドによる

認可されたのが 1965 年（昭和 40 年）4 月で、新制大学

振動強度が増大したことが分かった．このことはいろい

の理工系研究所としては初めてでした。これも静岡大学

ろな結合のエネルギーや振動強度との同定から母体格子

工学部の前身である浜松高等工業学校時代の高柳健次郎

＋

のうちの W と O の結合の１つが注入電荷（H ）によっ

先生のテレビジョンの受像と撮像に関する先駆的な偉業

て切られ，水素結合が生じたためダブルボンドができた

のお蔭であり、当時の渡辺寧静岡大学長と堀井隆研究施

と考えられる．H-O-H 偏角振動も増加し，水和化が進

設長（初代電子工学研究所長）の努力の賜物と伺ってい

んでいることを示した．スパッタ膜でも，ほぼ同様の結

ます。
筆者が東北大学大学院工学研究科博士課程 3 年次在学

果を得たが，O-H 伸縮振動の一部はシフトせずに残った．
全てが水素結合に移行していないのは膜密度がより高い

の時（昭和 40 年）に、電子工学研究所の武藤時雄教授

ことや膜内粒子が細かいこととに関係しているものと考

と山田祥二教授が仙台の東北大学に来られ、新研究所に

えられる．結論として，EC 着消色の起因が水素結合を

ついて種々ご説明されました。静岡大学の渡辺学長が東

引き起こすボンド・スイッチである可能性を示唆した．

北大学電気通信研究所の所長時代に講義を受けたことも
あり、電子工学の研究分野で特化した研究所に奉職でき

▲極低温実験室［山田，桑原，石川（「半導体」部門），

るということに大きな感激を憶えました。研究所発足 2

浦部技官］

年目の 1966 年（昭和 41 年）4 月に着任しました。

・光ルミネッセンス（PL）の実験などで熱振動の影響

研究所の教官組織は 6 部門（部門あたり教授 1、助教

が少ない精確な情報を得るためには，極低温である液体

授 2、助手 2、技官数名）体制で、研究所予算も旧帝大

ヘリウム（liq.He ／ 4.2K）温度で測定することが重要で

研究所と同じ額だったと記憶しています。開所時の部門

ある．このためまず液体窒素（liq.N ２／ 77K）の製造

名（部門長）は電子物理部門（山田祥二教授）、半導体

からはじめて，liq.He の製造まで行われた．「電子物理」

部門（武藤時雄教授）、真空管部門（西田亮三教授）、超

部門がその業務を主管した．

高周波部門（高尾磐夫教授）、回路部門（堀井隆教授）、

こうして製造した liq.N ２ や liq.He は電子研で使用す

材料部門（高木克己教授）でした。
山田教授の電子物理部門に講師として採用されまし

るだけでなく，工学部をはじめ理学部へも供給した．

た。この部門には桑原弘助手、喜多尾道火児助手、中津

・低温室［喜多尾，浦部技官］
しかしやがて liq.He は liq.N ２ と共に少量生産では製

川元雄技官、他数名の技官が在籍していました。山田教

造コストが高くつき，外部発注の方が安価となったた

授から与えられた研究テーマは当時高温用半導体として

め，製造は中止となった．その後，電子研・工学部で使

注目されていた SiC の結晶育成で、桑原弘助手（現在

用する liq.N ２の供給・補充，利用者への取り扱いに関す

は静岡大学名誉教授）と共に実験を開始しました。大学

る教育などの管理・維持・保守業務を行うだけとなった．

院生の時は Si の結晶成長が博士論文の主研究テーマで
したので、比較的容易に研究に没頭することが出来まし
た。研究成果の要点は以下の通りです。
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結果として添加不純物の結晶中への偏析変調が生じ、こ

◎ SiC の結晶成長とエッチングの研究
SiC は高温半導体材料として有望であるが、結晶成長

れが不純物の濃淡縞となることを見出した。ペルチエ効

させるのに 2,500 ～ 3,000℃の高温を要するレーリ法（昇

果は固液界面現象であることから、パルス電流活用によ

華法）が汎用されていた。しかし、高温による不純物混

り時間経過に対応した界面形状変化が分かるので、結晶

入や結晶構造多形の発生などの問題があり、出来るだ

成長機構解明の有力マーカーになり得ることを示した。
島岡五朗教授が第 5 代研究所長時の 1984 年（昭和 59

け低い温度で SiC 結晶を成長させる必要があった。そ
のために、３つの低温結晶成長法を開発した。１つは、

年）4 月に教授に昇格し、部門長が武藤時雄教授、三橋

Al を触媒とする 1,700 ～ 1,900℃で SiC 結晶成長可能な

廣二教授と続いた半導体部門を担うことになりました。

気相法である。成長法の検証のために、エピタキシャル

これを機に、早川泰弘助手（現在電子工学研究所教授）、

SiC 成長層を用いたダイオード PN 接合を作製し、順方

石野文昭技官や多数の大学院学生、4 年次卒研学生の協

向注入型電場発光と逆方向雪崩電流発光を観察した。２

力の下、ペルチエ発熱・吸熱現象を使用した二元及び三

つは、Cr 溶媒帯を利用する溶媒移動成長法で、1,650℃

元化合物半導体の結晶成長と成長機構の研究を開始しま

でも 210 μ m/h の結晶成長速度が得られる方法である。

した。その後、定年退官の 2004 年（平成 16 年）3 月ま

３つは、Si 融液と C 坩堝の直接合成によって、1,550℃

での間、研究所の改組により所属部門も電子材料部門、

という低い温度でもβ -SiC 結晶を成長させる方法であ

光・電子科学部門と部門名称が変わりましたので、研究

る。Si 融液流の制御と SiC の核形成用カーボン溝基板

課題も時代に即応するように展開してきました。以下に

に工夫を必要としたが、Al 不純物が１ppm 以下の４

大括りの課題と成果の要点を記述します。

mm 長の高純度 SiC 針状結晶を安定して成長させること
◎二元及び三元化合物半導体の結晶成長と成長機構の研

が出来た。
他方、SiC 結晶の表面エッチングは不可欠な処理方法

究
GaSb、InGaSb などの化合物半導体大型結晶は回転引

の一つであるが、非常に安定な物質であるので通常の化
学薬品では対応出来ない。そこで、熱力学的検討から、

上げ法（チョクラルスキー法）で作製される。坩堝中の

比較的低温で水素ガスと SiC が反応してハイドロカーボ

原料融液の温度揺らぎ、添加不純物の偏析量、結晶回転

ンが生成することを見出し、これを SiC エッチングに応

軸のぶれ等により、引上げ結晶中の不純物分布は一様と

用する研究を行った。水素ガスによる SiC のエッチング

ならない。この原因追究には、結晶成長時の時間的・空

速度やエッチング後の表面状態などを詳細に調べ、実用

間的情報が必要である。幸いにも、パルス電流活用の不

に供し得ることを確認した。

純物縞はサブμ m の精度で結晶成長界面の凹凸状況を

1971 年（ 昭 和 46 年 ）8 月 に、 文 部 省 の 長 期 在 外 研

反映させ得る。光多重干渉法、位相差法、微分干渉顕微

究員として、アメリカ合衆国マサチューセッツ工科大

法、暗視野法などの光学顕微法により、ファセットとオ

学（MIT：Massachusetts Institute of Technology）

フファセット領域の形成機構、微小ファセット域の発生

に派遣されました。研究室は工学部材料科学工学科

機構、三元結晶の組成変調機構、など添加不純物の分布

（Department of Materials Science and Engineering）

状況が齎す結晶の成長過程を明らかにし、結晶の高品質

の Harry C Gatos 教授の所です。課題は、InSb 半導体

化への糸口を見出した。

の電流制御結晶成長と不純物偏析に関する研究で、1973
年（昭和 48 年）1 月までの 1 年 6 ヶ月間滞在し実験を

◎動的環境下での多元素化合物半導体結晶の高品質化の

行いました。更に、短期在外研究員として、1978 年（昭

研究

和 53 年）8 月から 10 月までの 3 ヶ月間、同じ Gatos 研

多元素化合物半導体の結晶成長時に於いて、構成する

究室で実験と研究討議を重ねました。帰国後、電子工学

元素や添加不純物の結晶中への偏析割合により成長界面

研究所に於いても同様の研究を推し進め、以下の成果が

近傍の液相組成比が大きく変化する。即ち、組成的過冷

得られました。

却が生じ、熱的に不安定な状態となる。これが多結晶の
発生、組成の局部的変動、インクルージョンの混入など
を齎し、大型高品質結晶の成長を阻害している。そこ

◎InSb 半導体の電流制御結晶成長と不純物偏析の研究
Te 不純物を添加した In-Sb 溶液から InSb を結晶成長

で、組成的過冷却を抑制するために、１つは、融液溜坩

させる液相成長法において、固液界面に電流を流すこと

堝に機械的微振動である超音波振動を印加して結晶を回

によりペルチエ発熱・吸熱現象が存在することを初めて

転させながら引上げる方法（超音波振動導入回転引上

確認した。即ち、電流によって結晶成長速度が変化し、

法）、２つは原料溶液が常に成長結晶表面を回転移動し、

－ 162 －

攪拌する方法（回転ブリッジマン法）を開発した。これ

◎ 溝構造基板利用による低転位結晶成長の研究

ら の 方 法 を 用 い て、InGaSb、InGaAs、InGaSbBi な ど

III-V 族等の三元化合物半導体は、構成元素の組成比

の多元素化合物半導体単結晶の偏析現象、組成比変動、

を変えることで格子定数や禁制帯幅を制御できるので、

界面不安定性などの関係を明らかにし、化合物半導体結

デバイス材料として有用である。しかし、成長用基板が

晶の高品質化に寄与した。

Si や GaAs 等に限定されるために、基板と薄膜成長層
の格子不整に起因する欠陥発生が問題となる。そこで、
格子不整のない基板構造用多元素の単結晶成長技術、即

◎酸化物高温超伝導体結晶成長の研究
YBa2Cu3Ox 等（以下 YBCO と略称）の酸化物は液体

ち、溝構造の GaAs パターン基板上に良質な InGaAs を

窒素を使用することにより、超伝導特性を発現する非常

成長させ得る技術を開発した。これは、液相成長法に

に興味ある材料である。しかし、構成元素数が多いのに

より InGaAs 層を溝壁面より横方向にブリッジ成長させ

加えて、種々の元素構成比の化合物が温度の変化に対応

て、転位密度を大きく低減する方法である。更に、この

して発生する。そこで、YBCO 高温超伝導体及び Y 元

成長機構を活用して、基板と格子定数が大きく異なって

素を他の稀土類元素に置き換えた酸化物超伝導体に関し

も良質な結晶が成長可能な溝形成と組成変換技術を一体

て、それらの溶解過程と結晶成長過程を高温光学顕微鏡

化した新方法も開発した。

を用いてその場観察し、結晶長機構を明らかにした。更

以上に示したように、電子工学研究所に在籍した 38

に、結晶成長の精密制御に必要な相図を高温観察結果に

年間で取組んだ研究の基幹は電子材料結晶の高品質化

基づいて作成し、稀土類元素の異なる酸化物高温超伝導

と結晶成長機構の解明でした。更に、研究を遂行しな

体の単結晶成長に成功した。

がら大学院生を中心とした若手研究者の育成に努力し
たことです。得られた研究成果は、1）分担執筆の著書：
11 冊、2）国内外学術専門誌への査読付き原著論文：

◎微小重力環境下での半導体の結晶成長と溶解の研究
微小重力環境は重力に起因する対流が抑制でき、高品

105 編、3）国際学術会議の会議録：70 編、4）紀要等：

質結晶成長が期待し得るので、 ４つの微小重力環境手

11 編、5）特許：5 件です。又、学生への主任研究指導

段を用いて各種の基礎研究を遂行した。即ち、１）米

は、1）大学院博士後期課程：9 名、2）大学院博士前期

国・スペースシャトル「コロンビア」での『多元系化合

課程（修士課程）：54 名、3）学部 4 年次卒研学生：49

物半導体融液の均一分散・混合に関する基礎研究』、２）

名でした。

中国・回収衛星「長征２号」での『化合物半導体の溶解

最後に、電子工学研究所在職中に、研究、教育、管

と成長の結晶面方位依存性の研究』、３）日本・航空機

理運営などで多数の方々（研究所の教官・技官・事務

「ダイヤモンドエアサービス MU ‐ 300」での『針状結

職員：46 名、静岡大学学部教官：72 名、他大学教授等：

晶の形成に関する研究』、４）日本・落下塔「MGLAB」

38 名、外国研究機関の大学教授・研究者：16 名）に大

での『化合物半導体の溶解速度と凝固過程時の突起物の

変お世話になりました。取り分け、1997 年（平成 9 年）

形成の研究』、などである。これらの研究から、ⅰ）組

4 月から 2003 年（平成 15 年）3 月までの 6 年間は、電

成分布、固液界面形状、凝固過程への重力効果、ⅱ）マ

子工学研究所の第 8 代所長として管理運営の責務を担

ランゴニ対流の溶液混合効果、等の重要な成果を得た。

いましたので、その間研究室在籍の早川泰弘助教授、

微小重力実験を補完するために、地上参照実験とコン

Krishnan Balakrishnan 助手、新船幸二助手、小山忠信

ピュータによる数値解析も行った。

技官には学生などへの研究指導やゼミナールの面で多

特に、米国・スペースシャトル実験は日本（静岡大学

大なご協力を頂きました。静岡大学を定年退官後 11 年

電子工学研究所、早稲田大学、九州大学、静岡理工科大

が過ぎましたが、人生の半分を素晴らしい研究環境と

学、静岡大学工学部）とカナダ国（ビクトリア大学、ケ

人々に恵まれて研究生活を送れたことに対し、改めて

ベック大学）間の、更に、中国・回収衛星実験は日本グ

お世話になった多くの皆様方にお礼と感謝を申し上げ、

ループと中国（中国科学院北京半導体研究所、蘭州物理

拙文を閉じます｡

研究所）間の国際共同研究として遂行した。微小重力実
験は長期間を必要とするプロジェクト研究であるので、
現在（2015 年；平成 27 年）も早川泰弘電子工学研究所
教授が国内外の研究機関と協力して、国際宇宙基地を利
用した微小重力環境実験を進めている。
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電子工学研究所における活動

ループとなった。研究は、化合物半導体から混晶半導体
の結晶成長の研究に進展した。混晶半導体は組成比を制

ナノマテリアル研究部門教授

早

川

泰

弘

御することで格子定数や禁制帯幅を制御できる特徴を有
しているが、構成元素の数が多くなるについて、良質

1977 年 4 月 ( 昭和 53 年 ) に静岡大学電子工学研究所

な結晶を成長させることが困難であった。超音波振動を

の助手として採用されて以来、研究所でお世話になって

融液に導入することで融液を攪拌し、組成的な過冷却状

きた。自らの研究、教育、国際交流、社会活動を振り返

態を抑制する方法を用いて、InGaSb 三元混晶半導体単

り、今後の活動について述べることにする。

結晶成長に取り組んだ。また、ブリッジマン法を改良

私は静岡大学工学研究科修士課程を修了後、電子工学

した方法を用い、原料溶質を溶液中に供給することで

研究所電子物理部門の助手に採用された。この部門は

InGaSb、InSbBi などの組成均一化を図った。1992 年頃

1954 年 ( 昭和 29 年 ) に新設された部門で、山田祥二教

からは、早稲田大学、九州大学との共同研究で、宇宙実

授、熊川征司助教授、喜多尾道火児助手が所属しておら

験に関わるようになった。1994 年に向井千秋宇宙飛行

れた。山田先生と喜多尾先生は、アモルファス半導体の

士が搭乗したスペースシャトルを利用し、多元材料の融

研究をしておられた。私は、熊川先生のもと、化合物半

液混合に及ぼす重力効果とマランゴニ対流の効果を調べ

導体バルク結晶成長の研究に取り組むことになった。研

る実験を行った。その後、1996 年には中国回収衛星実

究は、GaSb や InSb バルク単結晶を回転引き上げ法や

験、2000 年には日本の落下塔や航空機を利用した微小

回転ブリッジマン法で成長させ、不純物偏析現象を明ら

重力環境下実験を実施した。熊川教授と中国を数回訪問

かにし、高品質結晶成長方法を開発することであった。

し、国際共同研究を開始した。スペースシャトルの事故

これらの研究成果をまとめ、西永 頌教授のお世話で、

で国際宇宙ステーションの建設が 10 年以上遅れたが、

東京大学から工学博士号を取得した。熊川教授からは、

近年やっと完成し、実験が可能となった。現在、国際宇

海外の大学で研究することを勧めていただき、助手の身

宙ステーションの日本実験棟「きぼう」内で混晶半導体

分のまま、米国のフロリダ大学の Tim Anderson 教授

結晶成長に対する重力効果と結晶面方位効果を明らかに

の研究室に１年 8 ケ月研究員として滞在した。そこで

する研究を、宇宙航空研究開発機構、大阪大学、静岡理

は、有機金属気相結晶成長装置の製作、InP や InGaAs

工科大学等と共同研究している。宇宙実験用のアンプル

薄膜成長と格子歪みの研究を行った。6 ケ月が経過する

作成にあたっては、電子工学研究所にガラス細工室（百

頃には、一緒に研究していた米国人学生とのコミュ二

瀬技術職員）の施設があることが非常に役立った。ま

ケーションに問題はなくなったが、現地の技術者の会話

た、この研究では、宇宙実験ができない状態の中でも、

は最後まで十分に聞きとることはできなかった。研究室

地道に研究成果を積み上げておく重要さを体得した。
1989 年 ( 平成元年 ) に、電子材料部門・完全バルク結

には、米国以外にも中国、韓国、インド、ポーランド、
ユーゴスラビアなどから研究者が来ており、国際色豊か

晶分野、2002 年 ( 平成 14 年 ) に光・電子科学部門、多

であった。また、他の研究室や医学部、農学部に留学し

元素物質創製分野に所属した。熊川先生は研究所所長を

ておられた日本人の方々とも交流する機会に恵まれた。

歴任され、組織運営、外部評価等多くの業務を担当さ

帰国後も「フロリダ同窓会」を毎年開催しており、今年

れた。研究室では、新船幸二助手 ( 現兵庫県立大学准教

度で 24 回目となる。日本に帰国後、すぐにブラジル連

授 )、Krishnan Balakrishnan 助手（サウスキャロライ

邦共和国リオグランデドソル大学から招聘があり、客員

ナ教授後米国会社勤務）、小山忠信技術職員たちと一緒

教授として 3 ケ月滞在する機会を得た。ブラジルでは博

に活動した。多くの学部学生、修士学生、博士学生と一

士学生の指導とセミナーを担当した。ポルトガル語は全

緒に研究する機会に恵まれた。この間の日本人の博士学

く話せなかったが、大学内では英語で交流を図ることが

生は 7 名、中国人の博士学生は 1 名であった。

できた。その後、電子工学研究所の客員教授として来日

2004 年 ( 平成 16 年 ) に教授に昇格し、ナノデバイス

されたカナダ国ビクトリア大学の Sadic Dost 教授の研

材料部門ナノ材料創成分野を担当した。研究室では、田

究室に在外研究員として 2 ケ月滞在した。これらの海外

中 昭助教授、川井秀記助手、小山忠信技術職員たちと

滞在はその後の国際交流を進める上で貴重な経験となっ

一緒に活動した。以後、微小重力環境実験、半導体結晶

た。

成長の研究以外にも、酸化物半導体ナノ結晶作製技術の

1984 年 ( 昭和 59 年 ) に、熊川征司先生が半導体部門

開発と色素増感太陽電池への応用、熱電変換素子材料の

の教授に昇格された際、私も一緒に異動した。半導体部

開発などエネルギー関連材料の研究課題にも取り組んで

門におられた石川賢司助教授、友田和一技官と一緒のグ

いる。川井秀記助手が准教授に昇格され、2009 年には
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Mukannan Arivanandhan が助手として研究室に加わっ

朱夏の時代

た。彼は、約 5 年勤務した後、2014 年 12 月にインド国
アンナ大学准教授として採用され、現在はインドに戻っ

元電子材料部門教授

ている。2013 年に研究所が改組され、私はナノマテリ

九州大学名誉教授

長

村

利

彦

アル研究部門、マテリアルサイエンス分野を担当するこ
とになった。修士課程も以前は電気電子工学専攻に所属

静岡大学電子工学研究所創立 50 周年おめでとうござ

していたが、2013 年から電子物質科学専攻に所属する

います。朱夏の時代を過ごさせていただいた「電研」に

ことになった。これは、新しく設立された専攻であり、

深い感謝の気持ちを込めて、お祝いさせていただきま

現在学部学生の授業やセミナー等を担当している。

す。

1997 年に日本学術振興会の外国人特別研究員として

今では第二の故郷になっていますが、1990 年３月末

インド国の研究者 D.KAswal 博士（現ホーミーバーバ

に一家５人マツダファミリアで訪れるまで浜松は知りま

国立研究所教授）が 2 年間研究室に滞在して以来、毎

せんでした。赴任する前に地図をみていて、市内のあち

年インド人研究者や博士学生を受け入れるようになっ

こちに「屋台置き場」があることをみつけ、これはすご

た。今までに、3 ケ月以上滞在したインド人客員教授や

い所だと思いました。「屋台」違いだとわかっても期待

研究者は 20 名以上、指導したインド人博士課程学生は

は裏切られませんでした。浜松まつりの動と静、老若男

10 名いる。2007 年にはアンナ大学、2013 年にはスリ・

女の威勢の良さ、音と光の競演など素晴しいの一言で、

ラマサミー・メモリアル（SRM）大学と静岡大学は大

初めての感動はいまだに鮮明に甦ります。さらに、週末

学間協定を締結し、SRM 大学とは本年度ダブルディグ

毎に家族で山 • 川 • 海の自然を満喫しにあちこちでかけ

リー特別プログラムを発足した。2013 年に SRM 大学

ました。

と電子工学研究所共催で、International Conference on

さて、本題に入ります。大学の附置研ではどこも学生

Nanoscience & Nanotechnology (ICONN 2013) を SRM

の確保が大変という話はよく聞いており、教授の名前も

大学で開催した。また、2015 年 2 月には SRM 大学と静

顔も知らない研究室に果たして学生さんは来てくれるだ

岡大学共催の国際会議 (ICONN 2015) を SRM 大学で実

ろうかと不安な気持ちで赴任しました。蓋を開けてみる

施した。私はこれらの協定や国際会議のお世話をした。

と化学系から 3 名、電子工学科から１名の４年生が希望

社会活動としては、リフレッシュ理科教室の活動に携

しており、彼らと一緒に蜘蛛の巣がかかっていた実験室

わってきた。応用物理学会東海支部では、平成 10 年か

で測定装置の整備などに汗を流し、６月に赴任した坂口

らリフレッシュ理科教室を実施している。私も平成 12

浩司助手も加えて一年間は新しい土地の開墾と種まきに

年から実行委員として関わり、平成 13 年から本年まで

明け暮れました。幸い着任の平成２年度から九州大学に

浜松科学館で理科教室を継続して実施している。他地区

異動した平成 14 年度まで毎年数件の科学研究費補助金

の理科教室参加も含め、60 回以上の理科啓発活動に携

と、民間の助成財団などから多くの財政的支援をいただ

わってきた。高井吉明豊田高専校長、岡島茂樹中部大学

き、順調に新しい研究の芽がでて、花から実へと展開す

教授をはじめ理科教室に関わっている多くの方々はたい

ることができました。当初は利用できる大型設備が電研

へん熱心に児童の理科啓発活動を行っておられる。静岡

になかったので、分子科学研究所（神取秀樹助手、以下

大学からも立岡浩一教授、池田浩也准教授、荻野明久准

すべて当時）、浜松ホトニクス（株）中央研究所（鈴木

教授をはじめ多くの教員が実行委員として参加してい

義二所長、伊藤利昭博士）、静岡大学工学部（中村高遠

る。

教授）、九州大学機能物質研究所（竹下斉教授、森章助

電子工学研究所は、2013 年に共同利用・共同研究拠

教授）で超高速応答計測、電子スピン共鳴 • 核磁気共鳴

点「イメージングデバイス研究拠点」に認定された。創

測定などをさせてもらいました。前任地で偶然見出した

造科学技術大学院には多くの留学生が滞在し、研究を活

イオン対電荷移動錯体の光誘起電子移動反応に基づく色

発に実施している。アジアブリッジプログラムも始まっ

変化（光誘起エレクトロクロミズム）の着色速度を浜松

ている。アジアの国々との連携を強めることは、今後ま

ホトニクス（株）中央研究所のピコ秒（10-12, ps）レー

すます重要性を増すと思われる。私は、今後も静岡大学

ザーで調べた結果、パルス幅 (30 ps) 内に生じているこ

とアジア研究機関との連携に微力ながら力を注いで行く

とがわかり、詳細な議論をするためにはさらに短いパル

所存である。最後に、国内外の大学・企業や静岡大学で

スレーザーが不可欠になりました。当時、フェムト秒

お世話になった多くの先生方、研究員、学生の皆様に感

（10-15, fs）のチタンサファイアレーザーが開発された

謝します。

ばかりでした。そこで、平成４年度の研究所特別設備費
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として、fs レーザーシステムを申請させていただき、多

Technology Japan,1997 でとりあげられるなどかなり注

くの方のご支援で認められ国内で２番目に納入されまし

目されました。その後、銀膜を低屈折率高分子薄膜に置

た。この装置はイオン対電荷移動錯体の対アニオンの違

き換えた導波モード薄膜デバイスを構成することでさら

いによる光誘起エレクトロクロミズムのダイナミクスを

に大きな展開が得られました。このような成果は、研究

明らかにするだけでなく、二次および三次非線形光学効

室スタッフ（坂口助教授、川井秀記助手、白鳥硬次技

果の光増強を初めて実現し、さらに国内外の機関との共

官）、工学部や他大学および海外からの多くの学生 • 院

同研究を通して、金属イオンの蛍光センシングの機構解

生、海外からの博士研究員、企業からの研究員など総計

明、半導体超微粒子のエキシトンダイナミクスの解明な

73 名の努力の賜物です。平成３年度から所属した大学

どに非常に大きな貢献をしました。これらの結果は、超

院電子科学研究科で、課程博士 9 名、論文博士 2 名が誕

高速光スイッチング、光メモリー、フォトンモード超解

生しました。
赴任当時、電研で有機化合物を研究している研究室は

像、蛍光化学センサーなど様々な応用の可能性を拓きま

他になかったので、多くの人を浜松に呼んで仲間を増や

した。
新しい二次非線形光学効果の光増強分子を合成し、光

し、産学官連携を個人レベルで進めたいと思い学内外の

を当てると黄→赤→青→黒とはでな色変化がおきるばか

人々に相談しました。工学部材料精密化学科の稲垣訓宏

りでなく、吸収が元々なかった波長域で照射時間ととも

教授、電子工学科の岡本尚道教授、および長村が発起人

にマイナス方向に増えるという奇妙な現象がみられまし

となり、独立の組織として「東海有機デバイス研究会」

た。その原因を解明するため、照射装置と計測パソコン

を 1991 年に設立しました。当時の所長萩野 實先生に会

一式を工学部まで運んで、より長波長の近赤外域まで計

長を、幹事として発起人３名に加えて、旭化成工業 ( 株 )

測できる分光光度計で測定しました。予想通り近赤外域

の森 晃一、スズキ ( 株 ) の大平善造、リコー ( 株 ) の塩

に新しい吸収ピークが見つかりました。それは、電子ス

島 勳、帝人 ( 株 ) の竹谷 豊、浜松ホトニクス ( 株 ) の早

ピン共鳴スペクトル測定の結果とあわせて、光生成ラジ

川 毅、富士ゼロックス ( 株 ) の夫 龍淳、名古屋大学の

カルと元のカチオンが相互作用したダイマーラジカルカ

高木克彦の各氏に引き受けていただき、20 社の法人会

チオンによることがわかりました。それまでダイマーラ

員で発足することができました。６月 24 日に第１回研

ジカルカチオンはマイクロ秒以下の寿命をもつ過渡状態

究会を「新しい非線形光学材料と光デバイスの可能性」

でのみ知られており、普通の光で安定に観測された世界

というテーマで附属図書館浜松分館の視聴覚室で、懇親

で初めての例となり、幸運の女神に再び微笑まれまし

会をあさくま鹿谷ガーデン店で開催しました。第１回

た。これらの機構やダイナミクスを解明しさらに展開

の講師は、オーストラリア国立研究機関 CSIRO の Neil

するため、平成７年度の特別設備費を申請して認めら

Furlong 博士、岡本先生、長村の３名でした。同年９月

れ、波長可変の固体ピコ秒レーザーや電子スピン共鳴装

から ( 財 ) 浜松地域テクノポリス推進機構に事務局をお

置などが電研に導入されました。簡単な分子を用いて光

願いし、2002 年３月まで永年にわたり会の円滑な運営

通信波長を含む近赤外の広い波長域で超高速応答（吸収

に貢献していただきました。その後、電研や九州大学大

変化、屈折率変化）する系の開発と、応答波長域の分子

学院工学研究院の担当者に事務局を引き受けていただい

制御など他ではなされていない独創的な展開ができまし

ています。皆様のご支援により研究会は順調に発展し、

た。

会員や参加者も東海道地区を超えて広がっていきました

前述の２つはセレンディピティから展開したものです

ので、2000 年４月から「有機デバイス研究会」に改称

が、意図して進めた研究として、光導波路法による超薄

しました。節目として 1998 年 10 月に第 30 回を「人と

膜の定常および過渡光応答計測、色素固定化 DNA 超薄

環境にやさしい技術」、2003 年１月に第 50 回を「生命

膜の表面プラズモン共鳴励起蛍光測定による窒素酸化物

情報科学—いつまでも若々しく生きていくために --」と

ガスセンシング、導波モード薄膜を用いた反射型超高速

いうテーマで一般に解放して、多くの市民の参加をいた

光—光並列処理デバイスなどがあります。光導波路法に

だきました。2015 年 1 月には、第 100 回を「脳—究極

ついては横浜国立大学の伊藤公紀助教授に、表面プラズ

の有機デバイス --」というテーマで同様に開催する予定

モン共鳴については理化学研究所の梶川浩太郎博士に初

です。さらに科研費の国際共同研究と連携して、国内外

期の段階でいろいろ教えてもらいました。導波モード

の研究者を集めた国際会議を２回行いました。研究会の

薄膜デバイスは表面プラズモン共鳴を研究している途

成果の一部は、「有機エレクトロニクス・フォトニクス

中でふと思いついたもので、論文発表後すぐにアメリ

材料とデバイス ---21 世紀情報産業の新たな展開をめざ

カの光工学国際学会機関誌 OE Reports や JETRO New

して ---」( 長村利彦監修、シーエムシー出版、2003 年 )
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として出版されました。研究会開催地は、静岡大学浜松
キャンパス 70 回、名古屋市 16 回、福岡市 9 回、北九州
市 4 回、川崎市 1 回で、講師は、産 238 名、官 28 名、
学 121 名、海外 16 名（オーストラリア７、ドイツ３、
韓国３、米国２、イギリス１）の計 403 名に上ります。
毎回行う懇親会の盛り上がり、会員および幹事各位の熱
意と三村秀典所長のご高配により、101 回以降も暫く研
究会を続けて行く予定ですので、今後ともご指導、ご鞭
撻を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
電研での現役および OB としての四半世紀にお世話に
なりました多くの方々に深く感謝し、電研のますますの
ご発展と関係各位のご健勝を心より祈念致します。
（2014 年９月吉日）

1993 年 3 月から電研で活躍した再生増幅フェムト秒
レーザーと超高速計測システム

－ 167 －

光による導波モード反射型超高速光制御と SPIE OE Reports, No.155 (1996), JETRO New Technology Japan(1997) の
紹介記事 .

左）第１回有機デバイス研究
会（1991 年 6 月 24 日、
附属図書館浜松分館視聴
覚室）

第 40 回有機デバイス研究会（2000 年 12 月 1-2 日、浜
名湖かんざんじ荘）
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表面科学への旅

来なかった。学位取得後しばらく研究生となったがアル
バイト生活が続いた（現在のように種々の制度はなく、
名誉教授

福

田

安

生

無給であった）。この頃、何とか触媒表面を直接調べる
方法はないかといろいろ探していて東北大に軟 X 線分

古より人生は旅に例えられてきた。其れに倣って私の

光で原子の電子状態を調べているとの情報があり、電話

研究人生を振り返ってみたい。理学部化学科３年末にな

をしてみたら故障しているとのことであった。ある日教

り研究室を選択することになった。当時、北大は触媒研

授に呼ばれ、「今度君の後輩が助手になることになった

究の拠点であった触媒研究所を有し、物理化学教室はそ

ので工学部の山科先生のところに行かないか。彼の所は

の関連講座であった関係で私はその研究室を選んだ。研

表面を研究していて、今度新しい装置が入ることになっ

究テーマがいくつかあり、その中で触媒構造の研究を選

た。君にあっているのではないか」と言われ、１９７４

択した。というのは以前触媒研究のなかで触媒構造の研

年に工学部の原子工学科の山科研究室に学振の奨励研究

究が一番遅れているという話を耳にしていたからであ

員（現在とは異なり、全国で７０人ぐらいであった）と

る。ところがいざ研究室に配属になり教授と面接すると

してお世話になることになった。

「このテーマを指導する教官がいないので君は助教授に

当時はまだ表面現象を総合的に研究する表面科学とい

付いてくれ」と言われ、助教授のところを訪ねた。する

う分野は日本には無く、触媒や腐食など個別表面分野の

と「君は足の悪い先輩を助けて手足となってくれ。頭は

研究に止まっていた。丁度そのころ、山科研にオージェ

使わなくてもよい。」と言われ、４年生の半年はガラス

電子分光装置（AES）が導入された。日本には電気通

細工の練習に費やした。修士課程の研究テーマはあまり

信研究所 ( 現産総研 ) と三菱電機研究所（いずれも自作

興味がわかなかったので博士課程では思い切って自分で

機）にあるのみであった。早速 AES を用いて Cu-Ni 合

考えたテーマで研究を進めたいと教授に願い出た。しか

金の表面偏析の研究を始めた。これが私の表面研究の始

し、「テーマは私が出すものであって、もし自分のテー

まりであった。山科俊郎先生のお勧めで１９７５年に

マがやりたいのであれば学位を取ってからやりなさい」

メリーランド大学物理学科 R.L.Park 教授が Sandia Lab

と言われ、新しく教授が出したテーマでやることにし

から新研究室を作るに伴い Research Associate として

た。そこで、教授の出したテーマの中に自分の興味のあ

採用された。後で聞いた話によると Park 教授は Brown

る触媒表面の研究を入れ込むことにして、マイクロバラ

大学で Fornthworth 教授（ニッケル金属表面で電子線

ンスを使った定量的な吸着実験、赤外線吸収分光を使っ

が回折される現象を初めて観察したがその現象を表面

た触媒表面の研究を行った。なかなか教授から学位論文

の汚染のためと解釈したためにノーベル賞を逃し、一

を書いて宜しいという言葉がないので、自分から書いて

生悔やみ続けたという）の元で学位を得、島岡先生が

良いでしょうかとお伺いを立てたところ、５編の論文と

Brown 時代に実験指導をし、山科先生と一緒に実験を

その内１編は英文論文が必要であると言われた。その条

行っていたという。また、Park 教授は初代の「Applied

件を満たすため１年余計に過ごすことになったがその時

Surface Science」誌の編集長でもあった。上記のよう

教授から「学位論文は私の論文ではありません。従っ

な山科先生と Park 教授の間柄でもあり、採用されたの

て、「てにおは」は直しますがあとは自分の責任で書く

であろう。私のテーマは Park 教授が開発した出現電位

ように。長さは原稿用紙で１００ページ以内に書くよう

分光（Appearance Potential Spectroscopy: APS）装置

に、それ以上だと誰も読まないでしょう。学位論文は自

を作製して表面研究に応用することであった。APS は

分の論文だからコピーは自費でするように。」と言われ

原子物理の分野で古くから存在した内殻電子のエネル

た。当時のゼロックスコピーは高価であったので友人が

ギーを研究する手法である。しかし、信号強度が非常に

市内の会社でアルバイトをしていたので夜会社の人が

微弱なためこの手法を用いる研究者はほとんどいなく

帰ってしまったら裏口から入って会社のコピー機で手書

なっていた。Park 教授はロックインアンプを用いるこ

きの学位論文をコピーしたのを思い出す。

とにより微弱信号を検出することに成功し、表面の研究

当時は「オーバードクター」という言葉が流行してい

に有効であることを証明した。このことにより７０年代

た時代で特に理学部ではオーバードクターが多数いた。

に APS ブームがわきおこった。APS 装置は比較的に簡

指導教授の考えは「教養部での成績が一番評価基準にな

単に作製可能である事から簡単に個別表面原子の空の状

る」であった。教養部では恵迪寮で生活し、文学書や哲

態密度（Partial density of empty states）を調べること

学書ばかり読んでいたので成績は下位であり、やっと化

が出来るという特徴がある。

学科に潜り込めた方なので就職の世話の順番はなかなか
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案内された実験室には何も無く実験室の壁塗りが行わ

れている状態でしばらくすると超高真空チェンバーやパ

り四日目にヒューストンに着いた。この間１時間の時差

ワーサプライ、ロックインアンプなどが到着した。私

があった。

に与えられた最初の仕事は電子銃、Ramp generator の

ヒューストン大学では化学科（Rabalais 教授）と物理

作製であった。電子銃のフィラメントを作製するため

学科（Ignatiev 教授）を行ったり来たりしながら主に金

に V 字状にしたタングステンリボンの先端を電気化学

属単結晶上での分子の吸着状態をオージェ電子分光法、

的にエッチングして点放出源を作製することから始め

X 線光電子分光法、紫外光電子分光法などを用いて調べ

た。Ramp generator は回路に強い Park 教授（海軍の

た。ここでは紫外線ランプを作製し、紫外光電子分光を

エレクトロ二クス将校であった）に回路図を書いてもら

測定した。主として Ti, Re などの金属上に簡単な分子

い其のとうりに作製した。これらをもとに APS 装置を

CO, NH3, NO などを吸着させ吸着状態を研究した。ま

作製した。又、これと並行にフィールドエミッション

た、二次イオン質量分析法（SIMS）を用いた表面原子

（FE）電子銃の作製も要請されていたが時間がかかりそ

とイオンとの相互作用のプロジェクトにも参加した。ア

うなので Swanson から購入することとなった。購入し

メリカに永住する気はないかと言われたけれど長男でも

た電子銃はガラス製でもちろんエミッションチップはタ

あり、ヒューストンでの約４年の研究生活を終了して帰

ングステン、レンズはステンレスであるがそれらを支え

国した。

ているのはガラスであり、取り扱いには非常に注意が必

１９８１年、山科先生のお世話で日本鋼管（株）（現

要であった。又、エミッション電流は非常に不安定で

JFE スチール）中央研究所に就職し鉄鋼製品の表面・界

しょっちゅう加熱が必要であった。この FE 電子銃を用

面の評価をおこなった。当時鉄鋼会社では自動車用鋼板

いて３ｄ金属の束縛エネルギーと仕事関数を直接測定す

に出来るだけ薄く合金メッキを施し、防錆性能を向上さ

ることに成功して Phys. Rev. B に投稿することができ

せることが自動車会社から要請されていた。また、その

た。又、APS を用いて表面の局所構造を調べることが

防錆作用の機構解明も求められていた。しかし、当時表

出来ることを初めて示すことができた（Extended x-ray

面科学の専門家は非常に少なく、そのために当時４０歳

absorption Fine Structures (EXAFS) と同様の情報を得

であった私でも採用されたのであろう。そこで、Ni-Zn

ることができる）。

合金メッキの防錆機構をオージェ電子分光、X 線光電子

Park 教 授 は 大 変 厳 し い 先 生 で あ っ た。 多 分

分光などを駆使して調べ、そのメカニズムを提案した。

Farnthworth 教授ゆずりだったのであろう。毎朝９時

その後、鉄鋼各社がエレクトロ二クス関連に手を広げた

に私のところ来て、「昨日何を実験したか、今日何を実

こともあり、又、表面の専門家であるということからシ

験するか」と尋ね、スペクトルを見ながら、SN 比が悪

リコンウエファー表面の清浄化技術の研究をおこなって

いと「Not Good」と言って取直しを命じた。良いスペ

いた。

クトルをとるためには１日かけても１つのスペクトルを

１９８８年の２月に静岡大学電子工学研究所で表面・

取りなさいと言われた。再現性を非常に重んじて「解釈

薄膜分野の教授を公募していることを知り、応募したが

は間違うことがあってもデータをきちっと取りなさい。

余り期待はしていなかった。というのも其の当時は公募

そうすればそのデータは後に残る。」と言われていた。

はかたちだけで本命がいる状態が多かったからである。

また、回路における配線や機器類間の配線にも厳しく、

忘れかけていた頃、５月ごろ、面接に浜松まで来るよう

美しく整理されていないと顔をしかめ「Not Beautiful」

に（面接があるとは知らなかった）電話があり、初めて

といった。彼の考えは「独自の装置で研究すれば価値あ

浜松の土地に足を踏み入れた。何かの縁で採用されるこ

る研究ができるが市販の装置を用いる研究では独自性の

とになり、８月１日付けで赴任することとなった。当時

ない二番煎じとなる」であった。

はバブル絶頂の時代であり、会社の人達はこの景気の良

そうこうするうちに契約の２年がきた。日本には職が

い時にどうして給料の安い大学に行くのかと怪訝な顔を

無いのでいろんな所に手紙を出したところカナダから来

する人もいた。私としてはこれで一区切りがついたよう

ないかいう手紙が来たのでそちらに移ろうとしていたや

な気がした。約７年間の企業での研究生活で企業での独

さきにヒューストン大学からもオファーが来た。迷った

特な研究スタイルを経験することができた。

がアメリカ国内のほうが手続きが簡単なのでヒュースト

研究所に赴任してからは会社で高温超伝導の研究を東

ンに行くことに決めた。１９７７年に車をステーション

北大立木研と共同研究を行っていた関係もあり、高温超

ワゴンに変え家財道具を詰め込み一家４人でワシントン

伝導物質の電子状態の研究を続けることにした。その

DC 近郷から南下してヒューストンへ向かった。途中、

間、半導体表面の研究をどう進めるかを模索し、これま

ヴァージニア州、ジョージア州、ミシシッピー州に泊ま

でに考えていた逆光電子分光装置 (IPES)、高分解能電
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子エネルギー損失分光装置 (HREELS)、高感度出現電位

プがその後 Mixed dimer モデルといい始めてそれが現

分光装置 (APS) の作製に取り掛かった。半導体として

在通用しているのは残念である。この研究では走査ト

はシリコン、GaAs などは広く研究されていたのでリン

ンネル顕微鏡（STM）が威力を発揮して原子一個一個

系（GaP, InP）の表面やその薄膜形成過程、硫黄による

の位置を検出することにより、GaP( ００１),( １１１)

Passivation による表面電子状態変化などを研究するこ

B,( １１１)A,

とにした。

レベルでの表面構造を決定することが出来た。（２）で

InP( １１１)A,B,InSb( ００１) 表面の原子

高温超伝導物質の研究は毎日が競争であり緊張感を

は高分解能電子エネルギー損失分光装置（HREELS：金

持って研究を続けることができた。特に C60 固体に K を

田君作）が威力を発揮して、MOCVD 用の有機金属分

ドープすると超伝導が出現するときの電子状態はいち早

子がどのように分解するのかを詳細に解明することが

く東北大のグループが明らかにしていたが K がどのよ

でき、MOCVD による GaAs(001)

うな働きをするかはわかっていなかった。そこで我々は

薄膜の原子レベルでの初期形成過程の詳細を解明する

電子分光装置で種々の測定を行い、K から C60 への電子

ことが出来た。（３）では GaP(001), (111)A,B, InP(001),

移行が重要な働きをしていることを明らかにした。その

(111)A,B, InAs(111)A,B,

データが出たのは丁度金沢で開かれていた高温超伝導の

る passivation による表面構造変化及び電子状態変化を

国際会議の前の日であったので其のデータを持って金沢

STM,

に行きホテルにこもって論文を書き、会議が終わって帰

分光（XPS）を用いて研究し、表面の空のダングリング

ると直ぐに投稿した。しかし、後でわかったことである

ボンドが硫黄の吸着により消失することを明らかにし

が同様な結果が我々より先に投稿されていた。従って、

た。GaAs(111)A, GaP(111)A 面では硫黄吸着により（１

もう一つの論文を引用した。逆のケースもあった。

ｘ１）表面構造が形成されるが InAs(111)A, InP(111)A

,GaP(001)

,InP(001)

InSb(111)A,B 表面の硫黄によ

逆光電子分光（IPES：下村君作）、X 線光電子

日本で発見された NdCeCuO 系高温超伝導物質は電子

表面では（２ｘ２）表面構造が形成されること見出し

キャリアーを持つ最初のものであった。しかし、フェル

た。何故このように異なるかは理論的には解明されて

ミ端が見つからず、特異な物質と考えられていた。我々

いないが Cation-Anion 間の結合の強さによるものと考

は電子状態を調べるにあたり前処理を注意深く行うこと

えられるが理論計算が必要である。（４）では吸着分子

によりフェルミ端を確認することができ、Ce による電

と半導体表面の吸着サイトの関連を STM を用いて明ら

子ドープが起こっていることを証明し、論文投稿した。

かにした。以上の化合物半導体表面に関する研究により

しかし、アメリカのグループは我々の結果を無視して同

日本表面科学会より「日本表面科会学会賞」が授与され

様の論文を投稿していたので我々は抗議し、我々の論文

た。

を引用させた。また、Tl 系高温超伝導物質についてホー

各 表 面 原 子 上 に 存 在 す る empty electronic state

ル注入機構を明らかにした。即ち、Tl から Cu-O にホー

（空の電子状態）を調べる軟 X 線出現電位分光装置

ルが注入されることを XPS で証明した。このことによ

（SXAPS）を高感度化するために photon-counting 法を

りアメリカの出版社から依頼があり、Tl 系高温超伝導

採用して新しい装置を開発した（後藤君作）。この装置

体に関する総説を執筆した。

を用いて TiO2, NiO, CoO, MgO, Al2O3 単結晶のそれぞれ

以上の研究により「斉藤賞」を受賞することが出来

の金属及び酸素の 2p 及び 1s スペクトルを測定し、新し

た。これらの研究には旧日本鋼管中央研究所の優秀な旧

く提案した解析法を用いてそれぞれの density of empty

部下の協力があった。この高温超伝導の研究で２名に博

electronic states を求めた。それらの結果は X 線吸収ス

士号を授与した。しかし、高温超伝導の電子状態の研究

ペクトルや電子エネウギー損失スペクトルとほぼ一致す

にはより高分解能の電子分光装置が必要となり我々の装

ることから SXAPS においてほぼ dipole selection rule

置では太刀打ちできなくなってきたのと半導体の研究も

が適用出来ることを示した。

軌道にのりかけてきたこともあり高温超伝導の研究から
は撤退することにした。

以上の研究結果は査読付き論文１８１編、その他の論
文２９編、著書１６冊、総説１０編に纏めることができ

半導体表面の研究は大別して、（１）化合物半導体表

た。このような充実した研究生活が可能であったのは優

面構造の研究、（２）化合物半導体薄膜形成初期過程の

秀な学生と教職員、助手の真田則明（現アルバックファ

研究、（３）化合物半導体表面の硫黄による Passivation

イ）、助手の下村勝、技官の鈴木佳子、各氏の協力のお

の研究、（４）半導体表面への分子吸着の研究、であっ

陰であり、幸せであった。ここに深く感謝する次第であ

た。（１）では InP(001) 表面に In-P 結合が存在すると

る。また、以上の研究を通じて１１名の博士（工学）を

いう Hetero-dimer モデルを提出したがドイツのグルー

世に送り出したことも幸せであった。
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電研での最後の２年間（平成１７年４月―平成１９年

光電子放出材料及び MBE に関する研究

３月）に所長を仰せつかり、法人化開始（平成１６年４
月）初期とも重なり大変であった。法人化に伴い、各法

名誉教授

萩

野

實

人に大幅な裁量権（とは言うものの未だ可なりの制限が
あった）が与えられ、各大学の独自性、国際化、改革が

私は昭和４０年 (1965 年 ) 創立時の静岡大学電子工学

求められた。また、法人化がどの様な意味を持ち、今後

研究所の真空管部門に赴任した。当時、テレビ放送には

どのようになるのか不安感も広がっていて、根拠のない

光電面と二次電子増倍器を利用したイメージオルシコン

噂を流す人もいた。例えば、電研は廃止されるというよ

が主として用いられていた。この部門では、故西田亮三

うな噂を平気で流す人もいた。法人化後においては情報

先生が撮像装置を小型化できる光導電性材料を利用した

開示の観点から積極的に大学における成果を公表するこ

撮像管・ビジコンの開発研究を行っていた。特に X- 線

とも重要であるということも認識されてきた。また、人

用ビジコンの研究を行っていた。赴任前、私は東北大学

材養成も重要であることから研究所の研究を下支えして

電気通信研究所において Cs ３Sb 光電面についての研究

いる大学院生、ポスドクなどの業績を評価するために

を行っていたので真空管部門において光電子放出材料及

「堀井賞」を平成１８年に設置した。「堀井賞」の名前は

び二次電子放出材料に関して、より広く突っ込んだ基礎

初代研究所長であった故堀井隆先生に由来する。旧ヘリ

的な研究を行う事にした。なお、昭和 48 年 (1974 年 ) に

ウム液化センターは学内における極低温物性研究者に液

部門増があり応用物性部門に移り、平成元年 (1989 年 )

体ヘリウムを提供する重要な施設であり大きな役割を果

に改組があり電子デバイス大部門に所属したが、一貫し

たしてきたが市販のものが安価となりその役割を終えて

て光電子放出材料とそのデバイスに関わる研究を続け

センターの建屋は殆ど未使用であった。そこで所内にあ

た。

る比較的汎用性の高い装置を集約し、「クリーンルーム」

電子放出材料の動作は真空中のものであり、真空容器

も取り入れ「ナノデバイス作製・評価センター」を設置

という壁に阻まれ何となく痒いところに手が届かぬ感じ

した。センター設置は従来ならば概算要求事項であった

で研究が行われていた。その上、当時実用されていた光

かも知れないが法人化後では学内措置として簡単に設置

電子放出材料は無定形ないし多結晶の薄膜（例えば Ag-

することが出来た。平成１７年１０月２４日に研究所創

O-Cs, Cs-Sb, Cs-Na-K-Sb, Bi-Ag-O-Cs など）であり、そ

立４０周年記念式典を挙行した。この件についても別稿

れらの表面はいわゆる well-defined surface とは程遠い

で述べることにする。

ものである上に、大気中に曝すと忽ち酸化破壊される

最後に法人化で大きく変化した学長選挙について簡単

為、電子放出材料バルク及び表面の物性と電子放出現象

に述べる。法人化以前は教員の選挙で学長が選出される

との関連についての研究は極めて困難なものであった。

ために組織票が重要な役割を占めてきた。法人化後の初

最初に、可視光領域で Cs-Sb よりも高感度のマルチ

めての学長選挙は私が推薦人となった候補と前学長との

アルカリ・アンチモン光電面 (Cs-Na-K-Sb など ) の製作

争いとなり、職域（教員、職員、付属学校教職員）での

法の研究を始めた。必要な電極を組み込んだガラス管を

意向投票結果を基に学長選考委員会で決定するように定

高真空用排気装置に取り付けて圧力 10– ４ Pa 以下の圧力

められた。その結果、ほぼ同数となり選考委員会の決定

中で蒸着によって所望の光電面を形成するものである。

により私が推薦人であった候補が学長に選出された。

この種の製作が出来るようになった頃、光電子放出材料

現在では学長選考委員会が学長を決定する権限持って

にとって革命的な研究報告を知ることになる。それは超

いる。ある大学では意向投票なしで学長選考委員会での

高真空中 (10-8Pa 以下 ) で p ＋ –GaAs 単結晶を劈開して得

み学長を選出できる規定を持っている。また、現在では

た原子的尺度の清浄表面に Cs を吸着させた表面により

部局長人事は学長にあり学長権限は強力となっている。

光感度 500 μA/L を得た（当時の実用光電面の光感度

物事をスピィーディーに決定し、実行するにはこの制度

は高い方で 50 μA/L 程度である）との Scheer1) らによ

は有効であろう。しかしもし遇鈍な独裁的な人物が学長

る報告である。更に、特筆すべきことは、光感度の長波

に選らばれたら悲劇的である。学長選考委員会の良識を

長閾値は 900n ｍ余であり、GaAs の最上端の禁止帯幅

祈るばかりである。このように考えるのは年を取った証

（バンドギャップ）の値が 1.4eV であることから、伝導

拠かもしれない。

帯の底に励起された電子が放出されたことになり、伝導

以上ながながと書いたが電子工学研究所が５０年の伝

帯の底と真空準位間の値である電子親和力値が実効的に

統を引き継ぎ、更なる発展を目指して改革を行ってほし

はゼロ乃至は負の値となる。このような表面状態を負の

いと祈念している。

電子親和力表面 (negative electron affinity surface : 以
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下 NEA 表面と略す ) と言っている。後に表面吸着物を

NEA の電子放出機構はヘテロ接合バンドモデルではな

Cs-O 分子にすることにより NEA 効果をより顕著にで

く、電気双極子モデルにより説明すべきである事を明確
にした。

2)

きることが Turnbull らにより報告された。
光電子放出材料の研究にとって、放出母体が単結晶で

(e)アクセプタ濃度の異なる GaP 単結晶を成長し、表面

あり、電子放出表面がその劈解面ないしは原子的尺度の

を NEA 化して光電特性を測定し、アクセプタ濃度と電

清浄面であることは、実験結果についての信頼性を増

子脱出長及び脱出確率との関係を明らかにした。

し、考察・解析に固体電子論（エネルギーバンドモデル）

以上の成果により光電子放出材料の表面及び母体に必要

を適用することができる。さらに、母体に III-V 族や

な条件が明らかになり、従来の光電面の改良及び新しい

II-VI 族混晶を用いて禁止帯幅を変えれば光感度波長域

光電子放出材料の開発に重要な知見を与えた。なお、上

や光透過特性を制御できる。この様な観点により、マル

記 (e) 項は GaP 系結晶を用いた冷陰極の開発研究を行っ

チアルカリ・アンチモン光電面、及び二次電子放出材料

ていた故助川徳三教授との共同研究の結果の一端であ

の研究を続けると共に、電子放出材料として半導体結晶

る。

を用いたデバイス研究に重点を置いて行くことにした。
電子放出デバイスにとって、放出効率に最も大きな影

（２）分子線エピタキシー法による化合物半導体結晶の成
長

響を与えるのは使用物質の表面状態であるから表面物性

(a) MBE 法で基板上の所望の範囲に均一の濃度で成

の研究が重要であり、更に、使用物質を化合物半導体結

長用分子ビームを照射することのできる多孔分子線源

晶とすると、所望の組成と厚さの結晶を得る為の成長

(multi-holed plug 付き分子線源 ) を設計製作して用い

法に関する研究が不可欠である。化合物半導体結晶の

た。

成長法には液相成長法や MBE 成長法がよく用いられる

(b) ヘテロ成長時の格子定数の違いによる格子歪を

が、MBE 法は成長中 ’ その場観測 ’ が可能、組成及び

軽減する２段階成長法を用い、NEA-GaAs on GaP 光電

膜厚の制御性の良さなどの特長を有しており、光電面や

面を製作し MBE 法の適用性を実証した。

超格子構造デバイス等のためにも重要な技術であるか

(c) NEA 光電面の分光特性の広域化（特に赤外域へ

ら MBE に重点を置くことにした。ここでは、これらの

の拡張）のために、InGaAs 混晶（赤外用光電面）及び

研究で得た主な結果を以下に簡単に列挙する。なお、こ

GaAsP 混晶（グレーデッドギャップの実現）の成長を

の様な研究の実行には、超高真空排気装置、化合物半導

行った。

体結晶成長装置、分子線エピタキシー装置 (MBE）、低

(d) MBE ヘテロ成長の成長機構の解明ために、GaP

速電子線回折装置 (LEED）、反射型高速電子線回折装置

基板上の GaAs 層の成長過程を RHEED や STM（走査

(RHEED)、オージエ電子分析装置 (AES) 及び走査型ト

型トンネル顕微鏡）により観測し、成長過程を分析し

ンネル顕微鏡 ’(STM) などが用いられた。最初からはこ

て、気相と成長層との間に前駆状態を介した定常状態が

れらの装置は無かったが、手作り可能な装置は製作し、

あるとした成長過程モデルを考え、成長速度や表面組成

概算要求や他の研究室との共同研究を行って順次整いて

比を支配する諸因子を明らかにし、組成制御のための成

行き研究を進めていった。

長条件を得た。
(e) 上記成長モデルを GaAsP 混晶の組成制御に適用
し従来制御の難しかった V 族元素の As/P 比と成長条

（１）電子放出材料とその表面物性
(a)GaAs, GaP 表面の NEA 化に際して、光電子放出への

件の関係を明らかにし成長混晶の組成比の制御を容易に

悪影響が大きく、除去の困難な炭素の汚染の除去法を開

した。
以上、III-V 族化合物半導体結晶の MBE 法による結

発し、劈開法によらぬ原子的尺度の清浄表面を得る技術
を開発した。

晶成長に際し、光電面のみならず、超格子構造デバイス

(b)Cs 単独ではなく Cs-Sb 或いは Cs-Te の吸着による新

等、目的に応じた種々の薄膜結晶の成長条件の設定に関

しい NAE 化法を開発した。

して多くの有用な知見を得た。

(c)最適 Cs 吸着状態の表面と熱平衡する Cs 蒸気圧の値

これらの成果は、私が担当した研究室に所属した卒研

を求めた。これらは NEA 光電面の安定長寿命化の方法

生、大学院生、研究生、受託研究員の諸氏及び当時の宮

に役にたった。

尾正大助教授、石川賢司助教授、野村卓志助手、粟野春

(d)電 子 放 出 効 率 に 最 も 影 響 の 大 き い Cs 及 び Cs-O の

之技官諸氏の全面的協力によるものであり感謝に耐えな

吸着状態を AES, LEED 及び TDS（熱脱離分光）によ

い。

り調べ、Cs 及び Cs-O の吸着最適状態を明らかにし、
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最後に蛇足ながら、私の研究生活の主テーマであった

光電面に関しての感慨を記して置きたい。大学の研究

担がすでにできていました。私は，豊田先生と強誘電体

室で化合物半導体結晶 NEA 光電面が出来たからと言っ

の研究をするようにと言われ，すでに着任しておられた

て、直ちに実用になるデバイス（例えば NEA 光電面を

古屋里子技官とともに，強誘電体の研究をすることにな

有する光電子増倍管）の商品化が出来るわけではない。

りました。

実用商品になるには高感度、安定、長寿命が保証されな
ければならない。最初に述べたように、光電面デバイス

３．SbSI の結晶成長

は不具合が生じても真空容器の壁に阻まれて、後で手を

どのような趣旨で研究所に半導体部門が設けられ，そ

入れることは出来ない。したがって組立封入前の諸部

の中に強誘電体を研究するグループがあるのか，詳しい

品の種々の処理、排気過程や活性化法（Cs ,O2 等による

ことは何も分からないまま SbSI の結晶成長を試みるこ

NEA 化法）などについての多くの試行錯誤によるノウ

とになりました。

ハウを得なければならない。企業から研究生として派遣

新設の研究室には 2 温度帯の電気炉と温調機，何台か

された若者たちが会社に戻って数年後、そのような電子

の誘電測定器があるだけで，どうすれば SbSI なるもの

管デバイスの商品化に成功したとのニュースを聞くこと

を作ることができるのか全く分かりません。そこで，こ

は、その健闘を讃えると共に私にとって誠に嬉しいこと

れまでに SbSI の結晶成長に成功しているというソニー

である。

の研究所を見学するなどして，見よう見まねながら 2 重
のガラス管からなる電気炉をアングル鋼材で組み立て，

1) J.J.Scheer & van Laar : Solid State Commun. 3 (1965)

SbSI の結晶成長を試みました。
得られた結晶は細い針状結晶で，初めはあまり大きな

189.
2) A.A.Turnbull & G.E.Evans : British J.appl.Phys.

ものは得られませんでした。どうやら得られた SbSI の

(Ser.2) 1 (1968) 155.

結晶について誘電測定を行うためには，細い結晶の断面
に電極を付けるための工夫など試行錯誤の毎日でした。
それから，SbSI の誘電性，分光特性，光導電性など

強誘電体微粒子の研究

を調べ，結果は主に物理学会で発表しました。結晶も次
第に大きなものが得られるようになりました。さらに，

元電子材料部門助教授

石

川

賢

司

（1966 年 4 月 ~2001 年 3 月在職）

SbSI の光学吸収端が電界を加えることによって大きく
移動することが分かり，この効果を使って光の変調実験
などを行いました。

１．はじめに
私は，静岡大学に電子工学研究所（以下電研）が開設
されて 1 年たった 1966 年 4 月に半導体部門の助手とし
て採用され，その後 2001 年 3 月まで所属部門の変更は
ありましたが，35 年間勤務しました。
その間に行った研究は，強誘電体 SbSI の結晶成長と
物性測定，強誘電体微粒子における相転移のサイズ効
果，Ⅲ－Ⅴ属化合物半導体（GaAs と GaP）表面に関す
る研究などです。ここでは，その中で私自身のオリジナ
ルな研究である，強誘電的相転移におけるサイズ効果の
研究について記すことにします。Ⅲ－Ⅴ表面の研究は萩
野・宮尾・野村グループが主となって行われたものです
から，ここでは省略します。
２．新任のころ
私が就職した当時，新設 1 年後の半導体部門には武藤
時雄教授，豊田耕一講師，伊ヶ崎泰宏助手がすでに着任
しておられ，武藤先生と伊ヶ崎先生・中村康夫技官が集

図 1．キュリー点のサイズ依存性 7)

積回路の研究，豊田先生が強誘電体の研究という役割分
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私は，当時研究所の共同利用設備であるラマン分光装

４．PbTiO3 微結晶・サイズ効果
そうこうしているうちに歳月がたち，私も大学院の学

置の管理を任されていたので，微粒子に電極を付けると

生を指導する立場になり，テーマを自分で決めることが

いう困難な作業が必要でないラマン分光により研究を進

できるようになりました。そこで取り上げたのが「サイ

めることにしました。
強誘電性の発現にはソフト・モードと呼ばれる特定

ズ効果」です。
固体は原子が集まって作られるわけですが，固体の性

の光学フォノンが関係することが分かっていました。

質と原子の性質は多くの場合同じではありません。で

そこで，ソフト・フォノンを観察しやすいといわれる

は，原子が何個くらい集まると固体特有の性質が現れる

PbTiO3 で実験を行うこととしました。

のだろうか。たとえば，炭素が何個集まればダイヤモン

当時の大学院生・吉川さんと，卒研生・岡田さんの協

ドになるのか？この疑問に答えるのがサイズ効果の研究

力のもと，アルコキシド合成法を用いて粒径 100nm 以

です。

下の微粒子を合成し，ラマン分光測定を行いました。分

強誘電体においては，外部電界がない状態でも電気分

光器とレーザー以外の計測システムや制御プログラムは

極の方向が揃う強誘電相と，分極方向がバラバラになる

学生二人の応援を得てすべて自作しました。粒径の決定

常誘電相があります。ある温度でこの二つの相の間の相

には，電子顕微鏡による観察と X 線回折の半値幅から

転移が起こります。この温度をキュリー点と呼びます。

計算する方法を併用しました。

このキュリー点（相転移温度）が結晶サイズにより変わ
るのだろうかという問題です。

その結果，バルクの PbTiO3 のキュリー点（約 500℃）
が，粒径 22nm の微粒子では 422℃まで低下することを

よく知られたサイズ効果には，金属微粒子における融

見つけました。結果をまとめて Physical Review 誌に投

点の減少があります。金の融点はバルクでは 1064℃で

稿したところ，ほとんど修正なしに 1988 年 4 月号に掲

すが，Buffat らによれば 2nm の微粒子では室温近くま

載されました（Phys. Rev. B 37, 5852(1988)）
。

で下がってしまいます。

結果を，図 1 に示します。キュリー点がバルクの値

強誘電体におけるサイズ効果の研究の歴史は，1940

500℃から，粒径の減少とともに減少する様子が分かり

年代に Ginzburg によって，Landau 理論に基づいた現

ます。この減少量を粒径の関係は，次のような式で表す

象論が発表されたころから始まったと考えられます。実

ことができます。

験的には，Känzig のグループによって 1950 年代後半に，
かなり広範囲にわたる研究が行われました。しかし，サ

T（D）
= 500 －
C

イズの減少によって相転移温度が上昇するというものか

C
D－D crit

(1)

ら低下するというものまで結果は様々で，はっきりとし
たことは分かりませんでした。その後も多くの研究者に

ここで，は粒径 D の微粒子のキュリー点（℃）です。C

よって実験がなされてきましたが，明確な結果は得られ

と Tcrit はいずれも実験から決まる定数で，それぞれ約

ていませんでした。

588.5（℃・nm），12.6(nm) です。これは実験式であり，

私が強誘電体におけるサイズ効果を始めようとしてい

理論的な根拠はありません。

た 1980 年代の前半は，半導体メモリーの加工サイズが

式 (1) が広い範囲で成り立つと仮定すると，PbTiO3 は

1 ミクロンに迫り，サブミクロン時代の到来が注目され

粒径 12.6nm 以下のときに絶対零度でも強誘電性を示さ

始めていた頃です。当時は，名大の上田良二先生らによ

ないことになり，強誘電相の存在に「臨界粒径」がある

る「超微粒子」が話題になっていました。今風の言葉で

ことになります。

いえば「ナノ粒子」でしょうか。

翌年になって，上智大学の内野氏らが BaTiO3 につ

私がサイズ効果に関心を持った背景には，東北大学で

いて X 線回折法を用いて同じような粒径の減少に伴

の修士論文のテーマが金属微粒子の分光特性だったこ

うキュリー点の低下を見つけ，報告しました（J. Am.

と，また，1972 年ころに開かれた強誘電的相転移の研

Ceram. Soc., 72, 1989）。その後，他の研究グループでも

究会で聞いた三井利夫先生の「100Å をめぐって」とい

PbTiO3 や BaTiO3，さらにペロブスカイト型酸化物間の

うお話に感銘を受けたことがあったと思います。

混晶についてサイズ効果の研究がなされ，数多くの似た

当時は，強誘電体が外部電界なしに電気分極を保持で

ような結果が得られました。データの整理に便利な量と

きることから，メモリーに使うことができるのではない

いうことでしょうか，それらの論文の多くでこの「臨界

かということで，いくつかの研究機関で強誘電体薄膜の

粒径」が使われるようになりました。

研究を始めた時期でもあります。

我々はその後さらに小さい領域まで実験範囲を広げる
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ことが必要であると考え，もっと小さい試料を得るとい

立方相においては，さらに粒径が小さくなると格子定数

う問題に取り組むことになりました。

が次第に増加しますが，その後の詳しい解析から，この

原料の焼結温度や焼結時間を変えて試行錯誤を重ねた
結果，数年後には粒径 1.5nm の PbTiO3 を得るところま

増大は主に表面領域において起こっていることが分かり
ました。

でこぎつけました。BaTiO3 についても同様な方法で微

さらに研究を進めるためには，精密な粒径制御が必要

粒子を作り，X 線回折によって格子定数の変化を解析

となります。これは化学的に微粒子を合成するこれまで

した結果，強誘電相においては正方相だった結晶構造が

のやり方では難しいと考え，レーザー・アブレーション

微粒化に伴って次第に立方相に近づいていくことを見出

による薄膜成長を試みることにしました。周りの方々の

しました。その結果を図 2 に示します。PbTiO3 は，「臨

ご協力や科研費の応援を得て，そのための超高真空装

界粒径」約 5nm において，a 軸の長さと c 軸の長さが

置，レーザー等をなんとか揃えて実験を始めたのです

一致して，室温においても常誘電状態になることが分か

が，原子層制御して試料を得るところまで行きませんで

ります。ただし，粒径が 2 から 8nm の間の試料は，粒

した。

子間の融合が急速に起こるらしく，どうしても作ること

なにしろお金のかかる研究でした。真空ポンプの

はできませんでした。BaTiO3 では，a 軸と c 軸の長さ

ちょっとした故障にも何十万円というお金がかかりま

が一致する大きさは約 20nm です。PbTiO3 でも BaTiO3

す。エキシマ・レーザーには危険なガスを使うので，保

でもこれまでに報告された臨界粒径と比べてかなり小さ

守が大変でした。地方大学で続けられるしろものではな

くなっています。

いかも知れません。もちろん，私の力不足が大きな理由
ではありますが。
理論面では，東北大学の恒川氏らと共同研究を行うこ
とができました。東北大学のスーパーコンピュータを
用いた，第一原理計算による BaTiO3 微粒子の電子分布
を計算結果から，原子数が 100 個以下の BaTiO3 クラス
ターにおいては，Ti － O 間の結合における共有性がバ
ルクのときと比べて減少し，イオン性が増す（電子が局
所化する）ことが分かりました。Cohen によれば，ペ
ロブスカイト系酸化物における強誘電性の発現には，共
有結合が大きな役割を果たしているということなので，
我々の観測したサイズ効果は，表面近傍における結合状
態が共有結合からイオン結合に変わるために生じたもの
と予想されます。そのような電子状態の変化がなぜ表面
付近で起こるのかということはまだ分かっていません。
PbTiO3 についても，計算したかったのですが，Pb が
入ってくると計算は突然難しくなるようで，その後研究
は進んでいません。
５．学会での反応と評価
粒径の減少に伴って相転移温度が低下するという現象
は，その後他の研究者たちによっても何例か報告され，
広く認められたように思います。論文発表直後，学会で
口頭発表したときには，単なる試料の欠陥の影響だろう
という批判をかなり受けました。それに反論する原子レ
ベルでの根拠はなく，「そうかも知れません」くらいの
答えしかできませんでした。
また，スピン系の相転移という統計力学的な観点か

図2

格 子 定 数 の 粒 径 に よ る 変 化：PbTiO3（ 上 ），

BaTiO3( 下 )

ら，相転移現象一般にサイズ効果があるのか，というも
ともとの疑問に対して答えられたとも思えません。とい
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うわけで，自分でもそんなに評価の高い研究とはいえな

６．終わりに

いのですが，税金から研究費と人件費を出していただい

強誘電体のサイズ効果などテレビの研究と関係がある

たことを考えると，その後の外部による評価を示してお

のか，と聞かれそうですが，当時の学会（特に，物理学

くことも必要だと思いますので，以下に記します。

会）での発表を見ると，特に明確な研究目標と期限を設

我々の提案した式（1）は，その後いくつかの論文で

けて研究を進めるというやり方のグループはそんなに多

使われてきました。特に，以下の論文では ”Ishikawa

くはなく，興味ある材料を自由に選び，その結晶成長，

relation” とか "Ishikawa shift" という言葉を使った論文

結晶構造，電気特性，光学特性，熱特性などを詳しく調

があるので，紹介しておきます。ただし，その後広く使

べることが研究というものであるという風潮があったよ

われるということにはなっていません。

うな気がします。
これは私の勝手な思い込みかもしれませんが，当時生

D. MacCauley et. al.:J. Am. Ceram. Soc.,
81(1998)979：”Ishikawa relation”

み出された膨大な知識の集積が，その後の電子材料分野

E. Erdem et. al.: J. Phys.: Condens. Matter

における日本の研究が発展するための基礎となったよう

18(2006)3861：”Ishikawa shift”

に思われます。
Jpn. J. Appl. Phys.

赤崎氏らが，青色発光ダイオードに使う GaN を作製

41(2002)7170：”Ishikawa et al.’s seminal work,......... In

するときに用いたという「低温でのバッファー層」を用

that landmark paper,..........”

いる技法などもこれらの集積の上に出現したように思い

E. K. Akdogan and A. Safari:

こ れ 以 外 に，Academic Press 発 刊 の “Solid State

ます。
私は，チタン酸鉛ぺロブスカイ型強誘電体について研

Physics” などのいくつかのモノグラフや中国の教科書

究してきましたわけですが，この系では，電子同士の相

「鉄電体」中にも図 1 が掲載されました。
Google Scholar は個人が無料で利用できる学術情報

関が強く，1 電子近似が適当でないことが分かってきま

検索サイトですが，そこで調べた結果では，図１を発表

した。私のような，電子工学が弱電と呼ばれていた時代

した Physical Review B37(1988) の引用数は，2014 年 12

に教育を受けた（電子を場としてとらえる見方に慣れて

月現在で 587 件です。2014 年に入っての引用数は 33 件

いない）世代にとって，強相関系における相転移のふる

です。

まいを理解することは容易ではありません。
この「強相関エレクトロニクス」と呼ばれる分野は，

引用数による評価は，研究分野によって母数が違うこ
ともあり，難しい側面があります。非常に独創的な研究

電気・磁性・光を含む多彩な応用が期待される分野でも

は，他に研究者はいないわけですから，引用する人など

あります。かつて静岡大学がテレビジョン研究の中心で

いないかもしれません。また，中には批判の論文もある

あったように，本研究所が，電子場の本質に基づいた新

かもしれません。さらに，Google の引用論文の中身を

しい科学およびその応用技術を生み出す場となることを

見ると，「しかるべき学術誌」とは思えないものもある

願っています。

ようで，権威ある学術情報機関による調査の結果では，
また違う結果が出るかも知れません。
Google で見つけたのですが，Springer から最近発刊
された ”Ferroelectricity at the Nanoscale”, NanoScience
and Technology 2014:

「テレビの研究」から始まったが・・・：畑中
研究室

Chapter 3 Critical Size in

Ferroelectricity の中で，サイズ効果の先駆的な理論の

名誉教授

畑

中

義

式

紹介に続いて図 1 が掲載されていました。
サイズ効果を用いて強誘電性を抑え，高い誘電率の薄

私が博士課程の研究で強誘電体の焦電効果を用いた遠

膜を生成しキャパシタに応用する方法に関する特許を，

赤外線の画像検出器の研究で、テレビまがいの研究を西

ソニー（株）と共同出願しました（1997 年）。

田先生にお目にかけたことから、お付き合いが始まっ

強誘電体サイズ効果について興味のある方は，下記サ

た。昭和４９年静岡大学に着任して、これまでの延長線

イトに（私が書いたものですが）解説があります。ネッ

上の遠赤外線の撮像管の研究をテレビ研究の本丸で、本

ト上で無料閲覧できます。

格的にやれると思っていたところ、私に与えられたテー

紛 体 工 学 会 ／ 紛 体 工 学 会 誌 ／ J・STAGE ／ Vol.
38(2001) ／ No. 10, 11

マは、「負の電子親和力状態（NEA) の冷陰極の開発と
撮像管カソードへの応用」プロジェクトが文部省からの
臨時事業でスタートするから、やってくれということ
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だった。赤外線検出器のテレビ応用開発の実力を認めら

電プラズマ堆積装置を手作りのガラス製で作った。これ

れたとばっかり思っていた私には大きなショックであっ

には電子工学科で助手をしていた三村君が意気投合し

た。

て、助手を辞めて博士課程の学生として加わって研究を
推進した。単結晶シリコンとアモルファスシリコンの境

私は既に RCA の研究所で研究論文の出ているシリコ
ンを用いた NEA 冷陰極の追試実験ということである。

界面の接合の問題を取り組んで、APL、JAP,

JJAP 等、

つまり、新しい研究の GaP ダイオードはまだできてい

次々に国際的一流の雑誌に論文を発表した。放送文化基

ないので、私にはシリコンでもってあらかじめ始めて

金を通して助成金を受けることができ、プラズマ堆積と

ほしいということであった。シリコン結晶の（１００）

スパったリング堆積が連続してできる独自の装置を設計

面の清浄表面にセシュウムと酸素の単層コートにより、

し、小さな真空機器製作会社で特別に製作していただい

NEA が実現するという半導体表面物理の研究に飛び込

た。

むこととなった。この頃、シリコン表面・界面の研究は

プラズマを利用した薄膜分野では、論文に対するレス

MOS デバイスにとって極めて重要で、表面・界面準位

ポンスも多く、研究領域は拡大し、多様な研究者とのつ

の問題は熱く議論されていた。半年間、仙台の半導体研

ながりを広げていった。カナダのハミルトン大学から

究所に派遣されて本場のシリコンプロセスを習得した。

文部省推薦の国費留学生、Scott Meikle 君、 バングラ

丁度この時、静大電子工学研究所においても、クリーン

ディッシュ工科大学から Achyut Dutta 君が加わった。

ルームとシリコンプロセス装置を特別設備として導入す

両 君 と も 前 大 学 で は ト ッ プ ク ラ ス（First Class with

ることが決まっており、真空管組み立ての無塵室から半

Honors) の成績の学生であった。受け入れ教官として

導体微細加工室への模様替えをすることとなり、半導体

は、博士課程の学生の教育研究のために大変緊張し、研

研究所におけるシリコンプロセスの基本的な知識は、半

究設備のために奔走した。新技術事業団、各種の助成

導体を取り扱う上で大変役立った。シリコンを用いた冷

金、科研費、共同研究、あらゆる可能性に挑戦しながら

陰極は２年目で成功し、本命の GaP ダイオードを用い

研究を進めた。Scott 君はシランガスの分解過程を調べ

た冷陰極は３年目に撮像デバイスとして成功した。シリ

るのにリモートプラズマ堆積という概念を提案して、ガ

コンの場合は１１００℃の高温での加熱が必要なのに

スのラジカル反応を解析するという新しい分野を開き博

対して GaP では６００℃程度で済むために本命の GaP

士論文とした。この時採用されたラジカル量の定量的測

コールドカソードの研究ではハードルが低かった。この

定をするガス滴定法が、後にリモートプラズマ法による

プロジェクトを通して、シリコンでの清浄表面に対する

薄膜形成に多くの実を結ぶこととなった。
水素化アモルファスシリコンで始めたプラズマ分野で

基礎知識が半導体材料の広い分野に対する視野と洞察を

あるが、プラズマの世界に足を踏み込むと、これはまた

得るのに、その後の研究に大きく役立った。
NEA 冷陰極の撮像管応用に対する問題点は、冷陰極

多彩な分野で、物理、化学、工学、産業のそれぞれの分

は超高真空を必要とすること、従って真空排気でベーキ

野が混然一体となって一つの分野を成している。リモー

ングが不可欠であるが、撮像管の感光層は熱に弱いもの

トプラズマの特徴を活かして、有機シリコン、有機金

が多い。ことに、NHK と日立で開発した SATICON は

属の分解過程と薄膜形成過程に新しいことが展開でき

７０℃以下で処理しねければならない。単結晶シリコン

た。多くの論文を積極的に発表し世界各地からレスポ

にダイオードアレイを作ったシリコンターゲットが実用

ンスを得た。スリランカからの博士課程の学生として

になってはいたが、工業用カメラ程度で画質的には放送

Sunil Wikramanayaka 君は高密度酸素プラズマ中の励

用に使えなかった。放送の分野では高品位テレビ、いわ

起ラジカルの計測を行い、有機シリコン (TEOS) から良

ゆるハイビジョンの開始に向けて、撮像においてはダイ

質の SiO2 形成の研究を行った。同じくスリランカらら

オード電子銃の低残像なこと、高品質なことでは基本

の Ahalapitya Jayatissa 君は水素のラジカル利用による

的なこととなっていった。この頃、水素添加アモルファ

プラズマ堆積による多結晶シリコンの形成過程について

スシリコンが太陽電池応用として登場し、プラズマ中で

研究した。これは多結晶シリコンが TFT 技術に重要と

形成された薄膜においてｐ、ｎ制御ができて、光検出デ

なっていたことで有用な研究となった。

バイスにも利用できることが分かり、撮像用感光層とし

からの佐野慶一郎君は ECR 高密度プラズマを用いて、

て耐熱的にもある程度丈夫な感光層として使えそうであ

中国からの徐應瑜君はマイクロ波表面波高密度プラズ

り、取り組むこととなった。

マを用いて、それぞれ、SiC 等のシリコン系の薄膜コー

水素化アモルファスシリコンはシリコンエピタキシャ

スズキ（株）

ティングの産業応用に関して博士論文とした。

ル成長で使った石英ガラスの装置を改良して、グロー放
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プラズマ分野のつながりから、フランス (J.Marec 教

授 )、ドイツ (J.Engemann 教授、D.Korzec 博士 )、ポー

技術となった。これらの研究において、博士課程の青木

ランド (A.Wrovel 教授、J.Tyczkowski 教授 )、ルーマニ

徹君、野田大二君、数奇な出会いで来日したネパールか

ア (G.Popa 教授、L.Sirghi 教授）、ウクライナ (V.Gnatyuk

らの留学生、Madan Niraula 君らが関わって、研究を遂

助教授）等ヨーロッパの大学の教授や研究者と共同研究

行した。
II-VI 化合物半導体を用いた検出器で実用になったも

ができ、これらは後に、静岡大学の東欧大学との協定校

のとして、CdTe を用いたビジコン型画像検出器がある。

締結へと発展することができた。
手作りのシリコンの CDV エピタキシャル成長装置か

アモルファスシリコンと結晶材料のヘテロ接合の延長線

ら始めて、いろいろの薄膜堆積もしくは結晶成長装置を

上で、スパッタリングにより作成した多結晶薄膜を用い

作成してきたが、シリコンのエピタキシャル成長過程の

て X 線用撮像管を作製した。これは後に、新技術事業

考え方が基本的な支えとなった。また、成長薄膜のレー

団の開発課題として浜松ホトニクスで製品化に成功し、

サ光による “ その場 ” モニタリングの技術はすべての装

レイシコンと命名された。修士課程を修了した富田康弘

置において適用した。山口教授のサポートにより、薄膜

君が健闘し、博士論文としても提出した。MOCVD 法

堆積の “ その場 ” モニタリング技術は結晶成長、薄膜体

による単結晶の CdTe を用いた放射線検出器ではヨウ素

積の動的なその場の情報がモニタリングできることで大

（I) ドーピングによるｎ型 CdTe との np 接合、亜鉛混晶

変有用な技術であった。さらに、エリプソメトリーの方

の CdZnTe の結晶の適用を検討した。エキシマレーザー

法を組み合わせると、薄膜成長初期過程の数ナノの厚さ

を応用した In のドーピングによるｎ型 CdTe との np

の解析にも応用でき、多くの成果を論文に完成すること

接合、エキシマレーザーによる素子分離による２次元検

ができた。また、レーザー光を走査するモニタリングに

出器への展開も検討された。これらの技術は、知的クラ

より、２次元的な物理変化を動画像として計測すること

スター事業として取り上げられることとなったので、退

ができ、テレビ技術の応用を研究に役立てることができ

職後、客員教授として関わることとなった。
電子科学研究科の科長となった１９９８年（平成１０

た。
水素、酸素、窒素等をプラズマ化するときに、励起

年）、理工学研究科と並立して、学生を確保することが

されたエネルギーをもつ多くのラジカルを生ずる。こ

大変な時期であった。電子科学研究科は独立大学院で外

のラジカルと有機金属を反応させるとき、有機金属の

部からの学生確保が強く求められた。そんな関係で、私

分解と薄膜形成、あるいは結晶成長がなされる。1993

は積極的に企業回りを行って、社会人入学を会社の役職

年（平成５年）、特別設備による設備の導入が許され

者に説得して回った。村上開明堂（株）の芥川副社長か

て、リモートプラズマによる MOCVD 装置を特別設計

ら中村正俊君を、小糸製作所の八木技術部長から安間英

して導入した。これを使って II-VI 族半導体の結晶成長

任君を、それぞれ博士入学させ、プラズマによるコー

で、ZnSe で青色発光デバイスの開発を意図し研究を始

ティング技術を習得させたいということであった。中村

めた。しかしながら、丁度この時、GaN 系半導体によ

君は外国の研究機関とも関係を持ちグローバルな研究関

る青色発光デバイスの成功と時を同じくすることとな

係を持たせたいという副社長の要望もあり、ドイツの

り、II-VI 系半導体の研究者は大挙して III-V 系の研究に

ヴッパータル大学との間でマイクロ波プラズマ堆積での

転向した。我々は装置の関係で II-VI 系に活路を見出さ

共同研究を行うために、中村君をドイツに留学をさせ、

なければならなかった。II-VI 系にこだわるにはそれな

酸化チタンのプラズマ薄膜堆積を研究することとした。

りの目標を立てなければならなかった。II-VI 族の特徴

丁度会社では防曇バックミラーの研究を必要としていた

として構成原子の質量が重い割にバンドギャップが大き

からである。１０ヶ月の留学の後、その続きを研究室で

い半導体であることを特徴としている。放射線計測用に

完成して博士論文とした。環境材料として光触媒の酸化

CdTe はバンドギャップ値と放射線吸収係数が大きい関

チタンは多くの応用の展開の図れる材料であり、その

係から、特別な利点を有する材料として見積もられ、新

後、プラズマと酸化チタンと環境というキーワードで薄

しい放射線計測デバイス開発に CdTe 系半導体を用いる

膜堆積を通して主として産業応用の研究へと進むことと

研究に切り替えた。合わせて、特別設備で導入したエキ

なった。

シマレーザによって、熱平衡条件では困難な化合物半導

静岡大学着任からの研究において「テレビの研究」か

体へのドーピングの新しい方法として ” レーザードーピ

ら始めたが、撮像管の冷陰極の研究、光感光膜の研究

ング ” を提案して、II ー VI 化合物へのｎ型、ｐ型の形

は物理的工学的研究をするのに都合のよいものであっ

成を行った。これは電極からの暗電流注入をブロックす

た。時代の流れとともに、撮像管研究の時代は終わった

る接合形成として、光検出デバイス製作に大きく役立つ

が、薄膜、結晶成長、コーティングの研究というように
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物理、化学、産業応用を含めた研究に主軸を移していっ

究テーマの選択に先ず専念せざるをえなかった。この

た。プラズマ応用に関する研究を行った多くの博士課程

頃、偶々米国のＭＩＴで行われていたＧａＡｓ発光ダイ

の学生は修了後は半導体集積回路の分野、表面コーティ

オードの赤外線変調によるテレビジョン伝送実験の報告

ングの分野で活躍している。もちろん、大学に残ってデ

がなされていたので、とりあえず当時の成田研究室で試

バイスの研究分野で活躍しているものもいる。私は、研

作されていたダイオードをお借りして同じ実験を回路研

究分野を振り返るとき、テレビのデバイス研究一筋に

究室で始めた。当初は太陽光の影響を避けるため実験は

やってこられなかった自分の研究方針を反省している

夜間に限られており、最終的には現在の工学部のある城

が、時の流れと、その時の研究に対する関わり方を考え

北３丁目にある建物と研究施設の間の距離で伝送実験に

させられた。大学での研究はアカデミックな研究と産業

本邦最初に成功し、その結果はテレビジョン学会誌に発

との関わりの中において、学生を育てるという役割もあ

表出来た。

る。そういう意味において、多くの学生と取り組んだ研

そして昭和４０年４月、研究施設が静岡大学附置研究

究はこれでよかったのかとも思う。この記述の中で、修

所に昇格出来、また新しい研究所の建物も工学部正門近

士及び学部の学生名は省略したが、研究の推進には多く

くに建設された。当時、理工学部を持つ新設大学に附置

の貢献をいただいた。お世話になった多くの方々に合わ

研の設置は極めて困難と考えられていたが、偶々昭和

せて謝意を表する。

３５年に東北大学を定年退官されて静岡大学に移られた
電子工学の権威であられた渡辺寧学長がおられたことと
日本のテレビジョン開発の先駆者である高柳健次郎先生
が創設された研究施設であったことが幸いして当時の文
部省が比較的容易に認可したと言われている。
かくして研究室の予算も増え、ＧａＡｓレーザーダイ
オードの試作も研究室で可能となり、これを用いてテレ
ビ画像のパルスコード変調による低速度走査形の光伝送
実験を太陽光のもと工学部キャンパス内約１ｋｍの距離
で成功させた。その成果は当時の電気通信学会誌に発表
できたのである。
以後私は平成元年３月の定年退職まで主として半導体
デバイスの試作研究と応用に終始したが、此の間固体撮

２００２年（研究室最後の年）前列左か

像装置開発も行った。当時、主に用いられた受光素子

ら西内将平、池田武、野中秀紀、青木徹、ルチェル・シ

は、フォトダイオード、フォトトランジスタ、および

ルギ、加藤慎一、清水克美、中列左から中村正俊、マダ

フォトコンダクター等であり、撮像装置としてはビジコ

ン・ニラウラ、畑中義式、久保田浩樹、野田大二、後列

ン、イメージオルシコン等であろう。

畑中研究室

従来の受光装置は生理学的にみれば特殊なケースを除

左：浅野浩司、中村篤志

いて単眼的な使用法であり、開発途上にあった固体撮像
装置の特徴ある用途は複眼的な使用法にあるとおもわれ

「思い出すままに」

た。複眼はセミ、トンボなどの昆虫類や節足動物にみら
れ、特殊構造をもつ小眼（個眼）が蜂の巣状に多数集合
名誉教授

山

本

達

夫

したものといわれ、働きアリで６－９個、トンボ類では
１－２．８万個の小眼よりなり、受光素子である小眼は

私が現電子工学研究所に助教授として赴任したのが昭

受光する影像の一部分を受け持ち、全部の素子により初

和３８年４月であった。当時静岡大学工学部附属電子工

めて一つの影像として知覚される。このことはまさに固

学研究施設であった建屋は広沢町にあり、研究施設の所

体撮像装置そのものであり、各受光素子からの光信号は

長であり回路研究室の教授であった堀井隆先生のもとで

空間系列より時間系列への変換によって光信号が取り出

走査線１０００本のテレビジョン送信機の試作が行われ

され処理されるが、複眼の場合に光信号がどのように処

ていた。

理され、影像として知覚されるかを調べれば、新しい走

然しながら民間ではすでにテレビジョン受像機が普及

査方式が見出される可能性も無しとしない。

しており、この研究室に配属が決まった小生としては研
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思えば、小生の専門である半導体デバイスの開発研究

は多岐に及んだ。例えば、セラミックスで而もｎ形半導

重力効果が拓いた国際交流

体であるＳｎＯ２、ＴｉＯ２ の組み合わせによる湿度セ
ンサー開発、ポリイミド－Ｓｉ接合によるプロパン、都

名誉教授

助

川

徳

三

市ガス及び水素ガス等種々のガスセンサー及びイオンセ
ンサーの開発、ＧａＡｓ負性抵抗スイッチング素子の発

私は静岡大学電子工学研究所（以下電研と略称）が昭

光、受光特性などのデバイス作製と感ガス、感イオン、

和４０年に創設されて間もない昭和４４年３月に、東北

感湿、感光特性等の主に化学センサーの開発研究に終始

大学電気通信研究所助教授から、静大電研助教授に配置

した。この間、工学部の化学系諸先生のご指導を頂いた

換になりました。そして、平成１１年３月に定年退官す

のはもちろんである。

るまでの３０年間電研教官としてお世話になりました。

さて、顧みれば平成２０年９月、電子工学研究所の現

この間、電研内、静大工学部との間、企業や他大学との

所長三村氏、前所長福田氏の連名で、将来研究所の発展

共同研究など、いろいろありましたが、特に思い出に残

を考える上で過去の歴史を振り返ることは大変重要と考

る「重力」に関する話題について述べさせて頂きます。

えるので、概算要求：改組（大部門制）について又、そ

私たちは日常生活において、水や空気と同様に「重

の他、思い出に残ることを執筆頂きたい旨の御手紙を頂

力」の恩恵を無意識にうけております。重力は、ニュー

いたのである。そして現在、三村秀典所長のもと電子工

トンが万有引力を発見したきっかけと言われるあのリン

学研究所は静岡大学の２１世紀ＣＯＥプログラムである

ゴの落下に作用した力であることは周知のことです。ガ

ナノビジョンサイエンスの拠点をめざして、例えば１光

リレオは天井から釣下げられたランプの揺れる周期から

子、１電子の振る舞いをコントロールして新しい撮像や

振子の周期の等時性を発見し、またピサの斜塔から重い

表示を目指していると私には思われた。

玉と軽い玉を落として、落下時間を較べました。アル

私は現在、偶々出身校である東北大学がある仙台に居

キメデスは、入浴中のひらめきから、溶液中にある物体

住しているが、嘗て色々お世話になった附置研である電

に、重力と浮力が働くことを利用して、王冠に含まれる

気通信研究所について述べねばなるまい。此の研究所は

金の純度を調べる方法を考案しました。このように、重

平成６年「高密度及び高次の情報通信に関する学理並び

力に関わる話題は数多くあります。

にその応用研究」を行う全国共同利用研究所に転換、さ

スペース・シャトルによる宇宙時代を迎えて、無重力

らに平成１６年、国立大学の法人化と期を一にして改

の環境を利用した、新材料の開発研究が注目されており

組、次世代のグローバル、ユビキタス情報通信時代を実

ます。たとえば、二種以上の比重差の大きい物質は、重

現するための研究体制となり、研究部門は情報通信の基

力のある地上では、均一に混合しませんが、無重力（微

礎技術であるハードを担当する情報デバイス部門、通信

小重力）の環境では容易に均一に混合するからです。無

方法を研究するブロードバンド工学部門、人間性豊かな

重力場は、人工衛星の中では簡単に実現できます。その

情報を研究する人間情報システム部門と情報システム・

ため、宇宙空間に実験室（スペース・ラボ）を打ち上げ

ソフトウエア部門の四部門によりスターとした。

て 、無重力場が生物に及ぼす影響を調べたり、新材料

従って、素人目には静岡大学の附置研である電子工学

の開発研究をおこなってきました。たとえば、ＪＡＸ

研究所は東北大学の電気通信研究所と同じ電子電気系の

Ａ ( 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 ; 旧ＮＡＳＤＡ；

研究所と見られても不思議ではないだろう。さらに現今

宇宙開発事業団）から派遣された毛利衛さんや、向井千

米国のサブプライム問題より発生した世界的大不況によ

秋さん達、ＮＡＳＡ（アメリカ航空宇宙局）のスペー

る我が国の電子電気工業界の衰退は恐るべき状況下にあ

ス・シャトルに乗り組んで、無重力場での植物の成長、

ることはすでにご承知のとうりである。かかる状況下で

半導体の結晶成長、医薬品の合成、等々数多くの宇宙実

は退職者として助言することは極めて困難であり、まし

験をおこない、無重力の効果を確認しております。ごく

て齢８０歳を越える者としては残念ながら満足のいくお

最近では若田光一さんが日本人として始めて国際宇宙ス

答えをすることは極めて難しい問題であると考えてい

テーション（世界の幾つかの国が協力して建設したス

る。（平成２１年３月１２日）

ペース・ラボ）に長期滞在して日本専用の宇宙実験室建
設の最終仕上げをおこない、引続き本格的な実験を開始
して、これが日本の宇宙時代の幕開けとなりました。
私は新しい電子材料開発の一環として、長いこと半導
体結晶成長の研究に従事してきました。私は、今から
２０年程前の静岡大学電子工学研究所在職中に、半導体
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の結晶成長に地球の重力効果を積極的に利用することを

から平成８年７月３１日までの１年間、電研に滞在さ

考えました。すなわち、重力効果を用いることにより、

れ、研究所の教職員と交流を深めていただけたことは、

無重力環境ではできないことが実現できる可能性がある

ホスト役の一人であった私にとって嬉しい思い出になっ

と思ったからです。調べてみると、それまで結晶成長に

ております。

重力が影響を及ぼすことは知られていましたが、成長溶

電研が国際的な委員により外部評価を受ける際に、ビ

液の上下に温度差をつける方法以外には結晶成長に重力

クトリア大学工学部長に快く委員を引き受けていただく

効果を積極的に利用した例はありませんでした。

ことができたことも、それまで培ったビクトリア大学と

半導体原料結晶を坩堝の底に置き、その上に半導体よ

の交流の賜物と思っております。

り密度（比重）の大きな低融点の溶媒金属を置きます

私が静岡大学を定年退職後の平成１６年３月には、国

と、原料結晶は溶媒金属に溶解し、溶質が浮力により上

際審査委員としてドスト教授が研究指導した大学院学生

方に運ばれ、溶液の上側表面に置かれた種子結晶表面に

の博士論文審査を依頼され、久し振りでビクトリア大学

析出して結晶として成長いたします。もちろん、この方

を訪問し、無事大役を果たすことができました。
以上にのべたように、「重力」が取り持つ縁によって、

法で継続的に結晶成長させるためには、溶液にほどよい
対流を起こさせるための工夫が必要です。私はその方法

ビクトリア大学と電研との国際交流がはじまり、発展い

を発明し、実験結果を論文にまとめて、国際的な学術雑

たしました。そのきっかとなった研究課題を創案でき

誌に発表しました。

て、大変うれしく思っております。なお、ビクトリア大

ほどなく、突然、それまで会ったことのない、カナ

学は、カナダ・ブリテッシ・コロンビア州の州都・ビク

ダ・ビクトリア大学工学部機械工学科のドスト教授

トリア市にキャンパスをもつ州立大学です。また、ビク

（Prof.S.Dost）からエアメールを受けとりました。その

トリア市はバンクーバー島にあり、イギリス風の美しい

手紙には、「ドスト教授が無重力の環境で溶液からの半

街で、アメリカ合衆国・シアトル市の対岸に位置します。

導体結晶成長について研究している。無重力とは逆の重

カナダの都市の内で、地理的に日本に最も近いので、機

力場利用の結晶成長に関するあなたの論文を読んで感銘

会があったら是非訪問されることをお勧めいたします。

を受けた。重力場における研究結果は無重力場における

結びにあたり、創立以来、輝かしい研究業績をあげた

実験結果の解明に非常に役立つと考える。折良く、カナ

静岡大学電子工学研究所の今後の益々発展を祈願いたし

ダ政府と日本政府との二国間研究協力協定が結ばれたの

ます。

で、日本側の研究相手を探していた。もしよろしけれ
ば、協同研究の相談のために、静岡大学を訪問したい。」
と書かれておりました。私は嬉しくなり、直ぐに会いた

助川研究室

研究史略

い旨返事をしました。
それが、きっかけとなり、電研側が重力効果を用いた

元電子デバイス部門准教授

田

中

昭

結晶成長実験を担当し、ビクトリア大学側がコンピュー
タシミレーションを担当するという役割分担で、ドスト

はじめに

教授のグループと協同研究が開始されました。そして、

助川徳三先生は 1969 年に東北大学より赴任し、以来

当時助手（現在静大工学部教授）であった木村雅和氏が

1999 年の定年退職まで、当研究所において教育と研究

ビクトリア大学の研究グループに合流して電研で開発し

に携われた。ここに先生の研究室でなされた研究の概略

た結晶成長法にかんするコンピュータシミレーション技

を記す。非常に基礎的な研究も、その上に構築される新

術の開発を目的に、２年にわたり協同研究をおこないま

しい技術やデバイスを、常に意識してなされていること

した。以来、ドスト教授とは長い付き合いをさせて頂き

に注目していただければ幸いである。

ました。まもなく、カナダー日本間の科学技術協力事業
として、「液相エピタキシーのモデリングとコンピュー

時代背景

タシミレーション」という課題が採択され、ドスト教授

研究室開闢の頃は、半導体レーザ室温連続発振の報告

側に日本－カナダ政府間協定に基づく研究費が約３年間

に揺れていた。鍵となったのは GaAs/AlGaAs という天

にわたり交付されたことが、ビクトリア大学と電研との

与とも言うべき混晶を利用したヘテロ接合である。カー

国際共同研究に一層はずみをつけました。

ボン製スライドボートを開発し、液相エピタキシャル成

ドスト教授が、「半導体結晶の液相成長における重力効
果」を研究課題に、客員教授として、平成７年８月１日

長で作製されていた。まさにこれが「混晶エレクトロニ
クスの夜明け」であった。
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る。このように、溶液上の P 圧によって溶液組成を選
択でき、逆に P 圧を固定すれば、Ga-In-P 溶液の組成を

混晶の特長
(Ga, In)P 三元系混晶の例で説明する。GaP はⅢ -V 化

一定に保つことができる。

合物半導体結晶である。InP も同じくⅢ -V 化合物半導

P 圧と液相組成の平衡を利用すれば、前述した偏析の

体結晶である。両者同じ結晶構造であるが、GaP の格

問題が解決できる。気液平衡している Ga-In-P 溶液に、

子定数は InP のそれよりも小さい。また GaP の禁制帯

固相 GaP を共存させた系を考える。この溶液から混晶

幅は広く、間接遷移型であるのに対し、InP の禁制帯幅

を成長させたとすると、偏析に依って GaP 成分の多い

は狭く、直接遷移型である。両者は結晶構造が同じであ

混晶が析出するが、その Ga は固相 GaP の溶解で補償す

るので、混ざり合っても同じ結晶構造を採る。格子定数

る。P 成分は適宜、気相と出入りして圧力を一定に保つ

は組成で決まる中間値となるので、異種結晶と格子整合

ので、溶液組成は一定に保たれる。結果的に成長する混

させることができる。また、デバイス応用に重要なバン

晶の組成は変化しない。

ド構造も、各バレーが組成に比例して変化するので、例
えば、組成を選ぶことに依って GaP ほどの広い禁制帯

蒸気圧制御温度差法に依る定組成 GaInP 混晶の成長
前節の議論から、次のような実験をおこなった。石英

幅でありながら、InP の直接遷移型の性質を採らせるよ
うなことができる。多くの半導体結晶の間でも同様に、

封管の一端に赤りん P を置き、低温（例えば 400℃）に

混晶化によって物性が設計できる。「テイラード

保持して、一定 P 圧を保持した。他端部には石英ボー

マテ

トを置き、所定の液相組成となるように Ga や In を仕

リアル」の所以である。

込んだ。ボート部は高温（例えば 900℃）に保持する
が、成長させるための温度微傾斜を付けた。そのボート

混晶の液相成長における問題と検討
上述したように、混晶のエレクトロニクスにおける基

の高温部に飽和量以上の GaP 多結晶を偏析補償用とし

本的重要性は、混晶の組成制御による物性制御にある。

て浮かべた。この状態で、種々の温度や P 圧、液相組

ところが、こうした混晶を液相から成長しようとする

成で実験をした。
ボート低温部に析出した混晶は、自由核生成であるの

と、少なくとも二つの大きな問題に直面する。
一つは偏析現象によるものである。一般に高融点成分

でペレットの集合体であるが、集合体前部後部の混晶組

の偏析係数は低融点成分のそれよりも大きい。(Ga, In)P

成は同じであり、ペレット内の縦横、断面でも均一で

混晶の場合、GaP 成分の偏析が大きい。簡便な温度降下

あった。このことは P 蒸気圧による組成の固定と GaP

を用いる成長方法では、最初に GaP 成分の多い混晶が

原料共存に依る偏析の解消と温度差法による成長が効を

成長し、同時にそれによって液相中の Ga 成分は減少し

奏したと言える。このように全組成域に亘って、均一組

てするので、続いて成長する混晶では InP 成分が多く

成の (Ga, In)P 混晶が得られるようになった。この方法

なる。結果的に成長混晶中に大きな組成勾配を生じる。

に「蒸気圧制御温度差法」と名付け、定組成混晶の成長

格子定数の変化は結晶学的な欠陥を発生させ、また、肝

に適用した。

心の電子物性も制御できない。
二つ目の問題は成分の蒸気圧である。Ⅳ族元素の場合

(Ga, In)P 混晶発光ダイオード

にはそれほど問題にはならないが、Ⅲ - Ⅴ族化合物の場

蒸気圧制御温度差法で成長させた均一組成の Te 添加

合、Ⅴ族の蒸気圧が高く、成長も含め、デバイスプロセ

n 型混晶ペレットに Zn を拡散して p-n ダイオードとし、

スを考える上でその散逸に留意が必要である。P が最も

注入発光のピーク波長を調べた。赤外から緑色に亘る発

高く、As がそれに続く。Sb は最も低い。この問題を避

光色が観測でき、それらの光子エネルギーを、別途測定

ける一つは成長温度の低温化であるが、逆に利用するこ

したカソードルミネセンスのデータと共に全混晶組成域

ともできる。

に対してプロットした。その結果、直接遷移と間接遷移

後者を Ga-In-P 系で説明する。ある組成の Ga-In 溶液
がある温度にある。ある P 圧を印加すれば、気相 P は

の転換点（クロスオーバーポイント）が GaP 成分約 0，
7 モル分率にあることが確認できた。

溶液に溶け込んでいき、やがて飽和してある組成の GaIn-P 溶液となって平衡する。その平衡状態から溶液温

三元系状態図の作成

度を一定のまま、さらに P 圧を上げると、溶液中の P

前述したように、状態図はある温度で熱平衡する気相

が増すと同時に、溶液から GaP 成分が析出し、Ga 成分

圧力、溶液の組成と混晶組成との関係を表す。従って、

の少ない、新しい平衡溶液組成の Ga-In-P 溶液に移行す

何℃において、どのような組成の溶液を準備すれば、ど

－ 183 －

のような初期組成の混晶が得られるかを知ることのでき

子エネルギーを極力下げ、大きな負の電子親和力 (NEA)

る経典のような価値をもつ。

を持たせること、注入電子の p 型層横断中の消滅を極

Ga-In-P 三元系については、前述した成長実験におい

力減らすこと、などがある。そのための半導体素材には

て、平衡する温度、P 蒸気圧、溶液組成、成長混晶組成

禁制帯幅が大きく、電子寿命の長い間接遷移型であり、

の関係が得られているので、状態図を描くために必要な

高濃度 p 型であることが要求される。GaP はこの要求

熱力学定数が得られる。熱力学計算に依って、従来より

に沿うものであり、その液相エピタキシャル成長による

も広い温度領域や組成領域の、より正確な状態図を報告

p-n ダイオードが基礎となる。
電極形成をした GaP p-n ダイオードを真空中に配置

することができた。
研究室ではその他、Ga-Al-P、Ga-In-Sb、Ga-Al-Sb な

し、p 型表面に加熱とイオン衝撃による清浄化を施し、

どの三元系、Ga-Al-In-Sb 四元系の状態図の作成や検討

光電子放出を観測しながら Cs と酸素によって表面活性

をおこない、均一組成の混晶成長や液相エピタキシャル

化を行い、冷陰極とした。ダイオード順方向電流と、陰

成長によるデバイス作製に用いた。

極線として外部回路に流れる電流を測定して、動作を確
認することができた。さらに、p 型層の厚さや、電極形
状などの検討に依って、さらに高性能化が可能であるこ

In 低濃度 GaP の低温液相エピタキシャル成長
P の蒸発が大きな影響を与えないほどの低温で成長で

とを示した。最大の問題は、冷電子放出の動作中に起こ

きれば、開管系でスライドボートなどを用いることがで

る残留イオンの衝撃によって表面が劣化することであっ

き、デバイス作製にも有利である。先に述べた Ga-In-P

たが、表面活性化に Ag を同時吸着させ、Ag-O-Cs とす

系の熱力学を、蒸気圧の低い低温領域に適用し、必要な

ることで改善でき、寿命一万時間以上を達成した。

状態図を得て、スライドボートで GaP 結晶基板上への
成長実験をおこなった。成長結晶は In 低濃度の混晶で

二周波相互変調法による光吸収係数、少数キャリア拡散

あるが、物性上は GaP と変わらない。むしろ In の混入

長の測定法の開発

による低転位化、Si 汚染の低減などが見られ、発光ダ

上述したフォトダイオードや電子放出素子のようなデ

イオードは鮮やかな緑色光を呈した。液体窒素温度では

バイスの高性能化には、光吸収係数や少数キャリア拡散

自由励起子発光と思われる輝線も観測された。成長実験

長に関する知見が必要不可欠である。本方法はショット

の結果、650℃までエピタキシャル成長が確認できたが、

キー電極を備えた試料に対して、これらのデータを得る

この低温限界は多分に基板表面の清浄化と関係している

ために開発した。試料に分光器を介して周波数 f1 で変

ものと思われる。

調した単色光を照射し、同時にショットキー障壁にでき
る空乏層幅を周波数 f2 で変調すると、この二周波によっ

Sb 系Ⅲ -V 族混晶ヘテロ接合とフォトダイオードの作製

て相互変調された光電流が発生する。この光電流の f1

光通信や公害監視の分野において、赤外光の利用が進

成分と、f2 と f1 との差周波成分とを空乏層幅に対してプ

んでいる。GaSb を中心とする混晶系はその重要な材料

ロットすれば、解析に則って標記の物性値が得られる。

である。Sb の蒸気圧は低いので、通常の液相エピタキ

この測定方法を DPC(Differential Photo-Current) 法とし

シャル成長の温度範囲では問題にならない。状態図を参

て発表し、高い評価を得た。実際に装置を試作構成して

考にして、(Al, Ga)Sb, (Ga, In)Sb, (Al, Ga, In)Sb などの混

地場産業の展示会に出品し、公開実演した。

晶系を用いたヘテロ接合フォトダイオードを液相エピタ
キシャル法によって作製した。用いたヘテロ構造と分光

混晶基板製造技術

感度波長領域の関係や変換効率を論じて有望性を示し
た。

以上、液相エピタキシャル成長を主体としてデバイス
の制作を考えてきたが、成長用基板に格子定数の定まっ
ている化合物結晶しか供給できないという制約があっ

NEA（負の電子親和力）GaP 冷陰極
当研究所教授

萩野

た。もし任意組成の混晶基板が使用できるようになれ

実先生との共同で進められた。

ば、歪や転位の少ない、より高品位の混晶層あるいは混

萩野研究室のもつ表面電子物性、光電面に関する知見と

晶基板がデバイス作製に利用できるようになる。以下、

真空技術、当研究室の液相成長および p-n 接合形成技術

混晶の厚い成長層を得る方法と、バルク混晶自体を引き

を組み合わせ、n 型層から p 型層への注入電子を、p 型

上げる方法について簡単に述べる。

層表面から真空中に放出する冷電子放出素子の実現を
図った。効率のよい素子の条件は、その真空側表面の電

１） ヨーヨー (yo-yo) 溶質供給法

－ 184 －

類を見ない重力利用の結晶成長方法を開発した。溶媒

上げる場合、冷えた種子結晶を溶液に浸し、急速に潜熱

中の溶質に働く浮力を溶質の輸送に利用するものであ

を奪うという大きな非平衡が必要である。この時、種子

る。例として In を溶媒とする Si の成長で説明する。液

結晶の近傍には大きな過冷却が発生するので、多結晶の

体 In の密度は大きく、Si の融液密度は小さい。今、In

急激な析出と GaSb 原料の溶解供給過多とが起こり、単

液相を上下に Si 固相で挟み、温度の昇降を繰り返した

結晶成長は制御不能となる。

とする。溶質 Si は軽いので、昇温時には下側の Si の溶

この問題を解決して安定に単結晶を続けるために、成

解が促進され、降温時の析出は上側で促進される。すな

長溶液を二つの領域を分け、両者の間のカップリングに

わち溶質 Si の輸送が下から上に起こる。上側に成長用

制限を設けた。具体的には円筒状のカーボン坩堝の中央

基板を、下側に原料用基板を置けば、最終的に原料基板

に小孔付き隔壁を設け、下部の部屋は溶液と原料 GaSb

の厚さに見合った厚い成長結晶層が上側基板下面に得ら

との平衡共存領域、上部の部屋は冷たい種子結晶と過冷

れる。温度の上下を繰り返すので、おもちゃのヨーヨー

却溶液の共存領域とした。この構造によって、下部部屋

に因んで命名した。

から上部部屋へ、ある決まった速度で GaSb 成分が供給

この成長方法はシリコンデバイスの逆エピ技術として

され、同時に上部部屋は過冷却が保証されるので、供給

利用できる。今日では容易に入手できる高品質高抵抗の

に見合う速度で混晶を引き上げ固化させれば、安定した

Si ウフェハーを成長用基板として、ヨーヨー法で低抵

単結晶成長が持続できる。

抗 Si の厚い層を成長し、上下逆にして成長層を支持基

出 発 種 子 結 晶 GaSb か ら、 初 段 成 長 混 晶 InSb 成 分

板として、元の高抵抗 Si 中に静電誘導デバイスが作製

0.04、これを種子結晶として第二段 0.07、これを種子結

できる。当研究室でも種々の静電誘導トランジスタの設

晶として第三段 0.1 の多段成長に成功した。一度所望組

計や動作シミュレーションを進め、新しい設計や特性の

成の混晶種子結晶を引き上げれば、それを分割して、そ

提案をした。

の子、その孫と増やすことは容易であり、混晶基板の量

重力利用の新しい Si の輸送方法は、今までにないデ

産が見込める。

バイス素材の提供も可能とした。上下 Si 配置の間に、
Sn-Ge-Si 溶液を挿入し、980℃と 960℃との間でヨーヨー

おわりに

することによって、Ge 成分 0.12 および 0.24 モル分率で

以上、記憶を頼りに記した。そのため、勘違いや誤

ほぼ一定の、1mm 近い厚さの GeSi 混晶層を得ることが

解、書き落としなどが多々あると思う。また、史略と言

できた。さらにこれらの混晶層の酸化実験をおこない、

いながら、はっきり言って順不動である。全て筆者の限

デバイスプロセス技術の基礎を議論した。赤外デバイス

界とご容赦を願いたい。しかし振り返ると、今更ながら

や高速トランジスタの展開が期待できる。

先生の「先見」と「独創」に畏敬の念を覚える。同時

重力効果に依る溶質輸送は Si に限らず、Ga 溶媒中

に、薫陶を受けた者として誇りにも思うが、それは筆者

GaAs、Ga 溶媒中 GaSb でも起こる。不思議なことに、

だけではあるまい。当研究室でなされた研究を支えた多

例えば GaSb が Ga に溶解した時の溶質が Sb と見れば、

くの方々に感謝するとともに、ご活躍を祈願する。

溶質 Sb は Ga よりも重いから下へ輸送されるはずであ
るが、実験結果はそうではない。溶質は Ga-Sb の結合
を残して浮遊しているのかも知れない。まだまだ奥は深
い。

助川徳三先生の想い出
～光デバイスと結晶成長の研究にかける思い～

２）溶質供給チョクラルスキー法と定組成 (Ga,In)Sb バル

理事／副学長（研究・社会連携担当）木

村

雅

和

ク混晶の成長
（Ga, In）Sb 混晶も、バルクと呼ぶ位の大きな混晶を

「静岡大学に面接に行け」と恩師の西澤潤一教授に言

引き上げるとなると、濃厚な GaSb-InSb 擬二元溶液を

われ、初めて電子工学研究所にお邪魔したのが 1984 年

用いることになる。前に述べた三元系溶液ではなく、擬

の 6 月だったと記憶している。貧乏学生だった筆者は夜

二元という縛りを課しているので、偏析係数の大きな高

行列車で浜松に向かったが、初めてお会いした助川徳三

融点 GaSb の過剰量を溶液に接触させておけば、温度を

先生はとても温かい笑顔だったのを覚えている。当時の

一定に保つだけで引き上がる混晶組成および溶液組成は

所長は島岡五朗先生で厳しい教授会の洗礼を受け、無

原理的には変化しない。しかしこれは平衡に近い場合で

事（多分、助川先生はかなりの努力をされたと思うが）、

ある。チョクラルスキー法のように大型のバルクを引き

1985 年 4 月より電子工学研究所・界面プロセス研究室
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先生に研究所の工作室に連れていかれて、鉄アングルの

の助手として採用していただくことになった。
助川先生は負の電子親和力 (NEA) を利用した高効率

溶接をするように言われ、私が溶接したアングルを細部

冷陰極の研究が高く評価され、新しく界面プロセス研究

まで見られながら「まあまあだね」と言われたことを覚

室の教授に就任されたばかりで、研究室のメンバーには

えている。これはある意味で先生からの試験だったとよ

田中昭助教授、勝野広宣技官がいた。まだできたばかり

うに思う。

の研究室であったが、助川先生の光デバイスや電子デバ

私が赴任して間もなく、助川先生が思い付かれた新し

イスへの熱い思いが研究室に浸透していて、学生も含め

い液相成長法の実験をするように言われた。それは重力

「何か新しいことをやってやろう」という雰囲気が研究

を利用した新しい発想の結晶成長である。通常はなるべ

室に漲っていたし、田中助教授が持ち前の明るいお人柄

く重力の影響のないように、それこそスペースシャト

で助川先生の右腕として研究室を運営されていた。

ルで無重力下での結晶成長が行われているくらいなの

助川研究室では、赤外から紫外までの光デバイスや

で、オリジナリティに溢れる発想であったが、当初、助

主にパワー応用を目的とした静電誘導トランジスタ

川先生は取りあえず原理確認をして、あまり深追いする

（SIT）等の電子デバイス、そしてそれらの作成技術と

つもりはないようであった。後、この成長法は yo-yo 溶

なる結晶成長技術の開発、さらにはデバイスの評価シス

質供給法と命名されるが、図１に示すように、2 枚の結

テムまでも研究対象として研究を行っていた。誰もやっ

晶をある距離を置いて上下に配置し、その間を金属溶

たことがないことをやる、という助川先生の考えは多

液（Sn や In など）で満たす。この状態で全体を均一な

分、助川先生にとっても恩師となる西澤先生から引き継

温度分布を保ちながら、温度を上下することを繰り返す

がれたことと想像するが、助川先生は実験に使われる装

と、その温度の上下の繰り返し回数に応じて、上側に結

置は全て手作りということを徹底されていた。予算の問

晶成長が起こる。これは温度の上昇時に下側の結晶が原

題もあったとは思うが、「新しいことをやるのに、買っ

料となって金属溶液中に溶け出し、それが対流によって

てきたものではできる筈がない」と言われていた。助川

上部に運ばれ、温度の降下時に、上側に結晶成長するこ

研究室に赴任して最初に実験室に入った時には、手作り

とによって起こっている。液相成長では対流の存在は好

実験室の雰囲気に思わず笑ってしまった程である。こん

ましくなく思われるが、実際には基板近傍には拡散層が

なところにこんなものが、と言う風に意外なものが意外

形成され、安定な成長が起こることが分かった。Si の

な活用をされていた。全ての結晶成長装置は完全に手作

結晶で実験をおこなってみると、予想以上の成果があ

りだったし、均一な金属溶液を作るために自転車を改良

り、単なる結晶成長の原理で始まった実験であったが、

して作られたシーソーに電気炉を付けたものは（シー

比較的短時間に pin ダイオードやバイポーラモードの

ソー炉と呼ばれていた）、当に助川先生のアイデアを形

SIT の試作まで成功し、デバイス作成プロセスへの適用

にしたものであった。お金がなくても研究はできるし、

や新しい材料への応用など、研究室の重要な研究テーマ

むしろこういう環境が学生の独創性や創造力を育てるの

の一つとなり、このテーマに関係して修士、博士を育て

だと確信した。研究室にお世話になり始めた頃に、助川

ることもできた。

図 1．yo-yo 溶質供給法の成長装置の概略とデバイス製作への応用例
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助川先生は、NEA の研究に始まり、化合物混晶結晶

体内温度無侵襲計測

の溶液、融液成長、光デバイスの評価法、混晶結晶の組
成変換法、SIT 等の静電誘導デバイス等、多くの研究成

名誉教授

水

品

静

夫

果の創出、と学士、修士、博士を育成され、1998 年に

生体計測研究部門教授

杉

浦

敏

文

浜

村

良

紀

ご定年された。ご定年後も愛知工科大学で研究、そして
学生の指導を率先されて行われていた。まだまだ、これ

J. W. Hand

から多くの分野ご活躍されると信じていたが、助川先生
がご逝去されたという悲しい知らせを受けたのは平成

まえがき

22 年 8 月 6 日だった。

筆者の一人（水品）はマイクロ波の医学応用に興味を

助川先生は、新しいことをする、誰もやっていないこと

持っていた。１９７９年、大学院学生前田洋一にマイク

をやるという研究者として当然でありながら、中々実践

ロ波ラジオメータ（熱輻射計）を使って、人体内部の温

できないことを貫いてこられた数少ない研究者の一人

度変化を体外から測定する技術の開発を修士論文の課題

だった。このような本物の研究者である助川先生にご指

として課した。1 – 2GHz（中心周波数 1.5GHz）のラジ

導いただけたのは、本当に幸せなことだったと今更なが

オメータとアンテナ（矩形導波管形）を開発し、実験し

らに感謝している。電子工学研究所は 50 周年を迎え、

た。胃の上あたりの体表上にアンテナを接触配置し、ラ

共同研究・共同利用拠点への採択、光創起イノベーショ

ジオメータ出力をレコーダでトレースする。その状態で

ン拠点の設置、COI（センター・オブ・イノベーション）

被験者（前田）が水を飲むとレコーダトレースがディッ

の推進など、新たな発展をしつつある。このような発展

プする。この結果を、電子情報通信学会マイクロ波研究

の基礎には、助川先生ほか多くの卓越した研究者のご尽

会（前田洋一、水品静夫、“ マイクロ波ラジオメータに

力があったことを肝に銘じたい。

よる体内温度変化測定、” 信学技法 MW ７９－１３１、
１９８０）で報告した。中日新聞が興味を持ってくれ、
記事にしてくれた。これを機に、体外からの体内温度計
測は水品研究室の主要テーマの一つとなった。
本稿では、先ず、１９８７年の論文、Y. Hamamura,
S. Mizushina, T. Sugiura,”Non-invasive Measurement
Of Temperature-versus-Depth Profile In Biological
System Using A Multiple-Frequency-Band Microwave
Radiometer System,” Automedica, Vol. 8, pp. 212-232,
1987

の内容に沿って、体内温度無侵襲測定法の原理

を 概 略 紹 介 す る。 そ の 後 で、Professor Jeffry Hand,
London University School of Medicine 等との共同研究
図 2．客員教授の先生との懇談

の一部を紹介する。
原理の概要
（A）輝度温度測定
体内組織が発生する熱輻射電力を、体表上触配置した
アンテナで収集ラジオメータへ送る様子を図１に示す。
アンテナには、比誘電率２０程度のセラミックで充填し
た矩形導波管形アンテナを使う。
図２に、アンテナ誘電体―皮膚―脂肪層―筋肉層の平
行平板モデルを示す。各層の内部で電磁波（熱雑音電
波）が吸収され、各層の境界面で電磁波の透過と反射が
起きている。
図３では、脂肪層内および筋肉層内に厚さ dz の層を

図 3．筆者との写真左から筆者、助川教授

想定し、これらの層から放射される熱輻射電磁波がアン
テナに到達するまでに経験する吸収、反射、透過につい
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て考察する。図３を参照して、脂肪層内で発生した電磁

定した。ファントムの表面温度は脂肪層上に置いた白金

波は皮膚―脂肪層境界面および脂肪層―筋肉層境界面で

抵抗温度センサで測定した。ファントム上表面の中央部

の多重反射と脂肪層内の吸収を経てアンテナに到達す

に矩形導波管アンテナを接触配置して熱輻射信号を測定

る。その温度換算値を TBF で表す。筋肉層内で発生し

した。実験の様子を図９に示す。豚肉ファントムを用い

た電磁波は筋肉層内の吸収、脂肪層内の吸収および筋肉

た温度プロフィル測定実験の結果を図１０に示す。

層―脂肪層境界面での反射、脂肪層―皮膚層境界面で

輝度温度データ解析に使った脂肪層内の電力浸透距離

の反射を経てアンテナに到達する。その温度換算値を

δ Fi および筋肉層内の電力浸透距離 δ Mi の値を表１

TBM で表す。アンテナに接続した外部の基準温度雑

に示す。

音源からの熱雑音温度換算値 Tref の一部が皮膚―脂肪

システム温度校正過程まで含めた温度測定の再現性度

層境界面で反射され TBD がアンテナへ戻る。TBF と

合を示す目的で、ある一定の温度分布を２２回測定した

TBF と TBM の和が TB を与ええる。

データを図１１に示す。測定開始から狩猟まで２０分か

本稿では、導出過程の討論は省略して、平行平板モデ

かっている。その間に、水の蒸発などにより、温度分布

ルに基づいて導出されたアンテナが観測する輝度温度を

が多少変化している。その影響を含んだデータである。
（D）温度測定実験：動物（家兎）実験

与える理論式の一つを以下に提示する。
上記 (1) 式中、i は観測に使う周波数バンドを示す数

動物（家兎、体重３㎏）を用いた温度測定実験の様子

字、r1 は皮膚―脂肪層境界面における反射係数、r2 は

を図１２に示す。家兎体内の温度は熱電対温度計で測定

脂肪層―筋肉層境界面における反射係数で (2) 式で与え

した。熱電対温度センサの配置を図１３に示す。

られる。

家兎（体重３㎏）の胃周辺の温度分布を３周波ラジオ
メータによって無侵襲測定して得られた結果を図１４に

（B）体内温度分布
体内の組織温度は、体表で低く、体表からの距離が増

示す。この体内温度測定実験中、2.45GHz マイクロ波加

すに従い漸次上昇し、一定の高い値に近づくことが知

熱によって体内組織を加温し、外部からの冷却によって

られておる。図４に、体表付近の体内組織温度分布の

表面温度を冷却して制御し、内部温度プロフィルを制御

スケッチを示す。実線の曲線を指数関数 (3) 式で近似す

した。

る。指数関数のパラメータ T0, △ T, dT を熱輻射温度
測定値から推定する。(3) 式と (1) 式を組み合わせると、

（E）図１４までの結果から得られた結論

(4) 式が得られる。推定する未知数が３コなので、輝度

なだらかなスロープを持つ生体内の温度分布を、体外

温度測定には少なくとも３周波測定バンドを持つラジオ

から３周波マイクロ波ラジオメータを使って測定できる

メータが必要となる。本研究で開発した装置では、測定

ことを、ファントム（豚肉）実験および動物（家兎）実

周波数バンド数は３とした。実験装置では、バンド１：

験によって実証した。本研究で提案した技術を基にし

1.5GHz ∓ 0.5GHz、バンド 2：2.5GHz ∓ 0.5GHz、バン

て、臨床で使える体内温度無侵襲測定法を開発したい。

ド３：3.5GHz ∓ 0.5GHz とした。３バンドラジオメー
タのシステム構成図を図５に、その概観写真を図６に示

附記

す。

本論文に記載した研究結果がほぼ出そろった昭和６１

このラジオメータシステムで使用するアンテナも

（１９８６）年に、学会誌論文としての発表に先立って、

1GHz – 4GHz 全帯域をカバーする必要がある。開発し

日本ハイパーサーミア学会で発表したところ、日本経済

たアンテナの構造図を図７に示した。

新聞が興味をもって下さり、紹介記事を書いて下さっ

システム全体の温度校正実験の結果を図８に示す。ア

た。

ンテナ開口面を水槽水の表面に接触させた状態で、水槽
水温度を 24ºC から 44ºC まで上げながら、システム内

その後の展開：

の基準温度雑音源の温度を校正した。校正結果を図８に

London University School of Medicine との共同研究

示す。

筆者の一人（水品）は、平成７ (1995) 年４月、大学院
学生丸山享子に修士課程研究課題として「多周波マイ

（C）温度測定実験：ファントム実験
豚の筋肉層の上に豚の脂肪層を重ねて、温度測定実験

クロ波ラジオメトリ温度分布計測へのニューラルネッ

用ファントムを作成した。ファントム全体を温度制御し

トワークの適用」を課した。温度測定の具体的対象と

た水槽に浸し、ファントム内に温度プロフィルを形成し

して、胴体内部の温度分布と新生児脳内温度分を含め

た。温度プロフィルはファントムに挿入した熱電対で測

て検討するよう指示した。その数年前から、Professor
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J. W. Hand, London University School of Medicine と水

テナ開口面から離れると急速に低下する。その結果、図

品は国際学会活動を通して交際があった。Professor J.

１の直線 A-A’ 上の温度プロフィルを計算した場合、モ

W. Hand は新生児脳内温度分布の計測に興味を持って

デル (a) を使ってもモデル (b) を使っても結果はほとん

おり、静岡大学電子工学研究所の技術の利用について何

ど変わらない。計算の容易さから、近似式 (7) 式を使

度か相談があった。新生児の脳温度が高すぎる状態が長

う。

く続くと、回復できない障害が起きることが知られてい

さらに、ｚ軸上の温度プロフィルを下記の (8) 式で表す。

る。脳温度、ことに、中心付近の温度を測定したい。無

上式中、a は頭表近くの温度曲線の曲がり具合を、b は

侵襲測定が望ましいことは言うまでもない。何度かの相

温度プロフィル曲線のピークの位置を表すパラメータで

談を経て、新生児脳内温度分計測が 1998 - 2000 年の主

ある。ｚ軸上の温度プロフィルを見出す作業は、モデル

要な共同研究テーマとなった。研究結果を纏めて IEEE

パラメータ a と b を輝度温度データ Tmodel(z) から推

TRANSACTINS ON MICROWAVE THEORY AND

定する作業に帰結する。

TECHNIQUES, NOV. 2000 を発表した。さらに、共同
研究の成果も含めて、研究結果詳細を、丸山享子：2001

(H) シミュレーションによる TBi データの生成
共同研究費の都合で本研究では実験ができなかっ

年静岡大学博士論文に纏めてある。本稿では、Hand ら

た。そのため、図１の直線 A-A’ に沿った脳組織温度

との共同研究の要点を紹介する。

プロフィルを輝度温度測定データ TBi から回復する手
順の検証に使う TBi には、(9) 式に基づいて、数値シ

（F）新生児の脳内温度分布
図１５に新生児の脳内温度分布を示す。キャップ内の

ミュレーションによって生成した値を使った。(9) 式中

冷却水の温度を調整して脳温度を制御する。右上図：組

の Tsiml (z) には (8) 式を使う。結局、(8) 式を (9) 式の

織温度等高線。左下図：A-A’ 直線に沿って組織温度プ

Tsiml (z) に代入して TB,siml,i を計算し、これらの値を

ロフィルを測る。実線：冷却が効いている状態。点線：

TB,tissue,i として ,

強制冷却が効いていない状態。

(7) 式の左辺にこれらの値を代入し、T(z) を求める。結

輝度温度測定には 6 周波ラジオメータシステムを使

輝度温度測定値データとして使う。

果を図１９に示す。

用することとした。システム構成図を図１６に示した。
Brain（脳、大脳皮質）、CSF (cerebrospinal fluid：脳脊

（I）結論

髄液 )、Skull（頭蓋）、脱イオン水の各測周波数におけ

６バンドマイクロ波ラジオメトリ法で、新生児頭部中

る誘電率と導電率を表２ (TABLE I ) に示した。各測周

央付近の脳組織温度を誤差 1.5K 以下で体外から無侵襲

波数における輝度温度から組織温度を求める計算にこれ

測定できる。さらに、温度ピークが頭部中心にあると仮

らの数値を使った。輝度温度 TB,i と組織温度 T(r) の関

定すれば、脳組織温度測定誤差は 0.3K 以下となる。実

係は (5) 式の形で表すことができる。

用上許容できる誤差で無侵襲測定ができる。

(5) 式は、(1) 式或いは (4) 式と同じ物理的意味をもった
式である。Wi (r) は重み関数 (Weighting Function) と呼
ばれ、(6) 式定義される。E(r) は位置 における電界強度、
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メトリによる新生児脳深部温度計測のデータ解析法に
関する研究 ”、2001 年２月。
おわりに
2015 年に電子工学研究所は創立 50 周年を迎える。発
行を企画している 50 周年記念誌に昔の研究の思い出話
を書いて欲しいとのお話が、所長
周年記念誌刊行委員会

三村秀典教授と 50

福田安生名誉教授からありまし

た。このお誘いに触発されて、体内温度無侵襲測定にか

図２．誘電体（アンテナ充填物）および皮膚層、脂肪

かわる昔の仕事を振り返ってみました。電子工学研究所

層、筋肉層からなる平行平板モデル。

に在職中および定年退職後も、折に触れて、この研究課

δ F, δ M : 脂肪層および筋肉層中の電磁波の吸収係数

題に水品は長年携わってきました。研究は面白く、国際

＝発生係数。斜線領域：体表からの距離 z, 厚さ dz, の

会議の発表などを通して、外国の研究者との交流の種に

平行平板層。この層の温度 T(z) と電磁波発生係数が熱

なりました。学問的には、一応の成果が出せたと内心自

輻射電力発生強度を決める

負しています。ただ、臨床の場で実用になっていないの
が心残りです。杉浦敏文教授、J. W. Hand 教授、大学
院生浜村良紀、丸山享子はじめ、一緒に研究に携わって
下さった皆様に感謝の意を表します。

図３．脂肪層および筋肉層内の厚さ dz の層に注目。そ
図１．体内組織からの熱輻射電力を体表上に接触配置し

れぞれの層から放射された熱輻射電波がアンテナに到達

たアンテナで収集し、ラジオメータ（熱輻射電力計）へ

したときの熱輻射温度換算値が TBM, TBF。外部の基

送る様子。

準温度源からの熱雑音温度換算値が Tref 。ラジオメー
タが最終的に測定する熱雑音電力温度換算値が TB 。
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式１

式２
式３

図４．実線：体表付近の体内温度分布のスケッチ。T0, △ T, dT : 実線を近似する指数関数のパラメータ。

式４
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図５

開発した３バンドラジオメータシステム構成図。

図６

開発した３バンドラジオメータシステムの外観写真 (a) とそれを用いた動物実験（家兎の体内温度分布測定）の

写真 (b) 。
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図７

矩形導波管アンテナの構造図。２つの偏波

麺を活用：横幅 34.2mm：1 – 2GHz 帯用。横幅
25.4mm：2 – 4GHz 帯用

図８

開発した３バンドマイクロ波ラジオメータシステムの温

度校正実験結果。
横軸：水槽水温 (ºC)。縦軸：基準温度雑音源温度 (ºC)。

図９．豚の筋肉と脂肪を使ったファントムおよび温度プロ
フィル測定実験の道具立て。
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図１０

豚肉ファントム内の

温度プロフィル測定実験の結
果：(a) 脂肪層の厚さ 8mm

の

場合。(b) 脂肪層の厚さ 12mm
の場合。白丸印：熱電対測定
値。

図１１

システム温度校正の再現性を示すデータ。

２２回のプロフィル測定結果を重ねて示した。丸印：
熱電対測定値。

図１２

体重３㎏の家兎を用いた温度測定実験の様子。
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図１３

胃の周辺に挿入した熱電津センサと体表上に配置した矩形導波管

アンテナ。

図１４

家兎（体重３㎏）の胃周辺の

温度分布の３周波ラジオメータによる
無侵襲測定結果
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図１５

新生児の脳内温度分布。

図１６
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6 周波マイクロ波ラジオメータ構成図。

式 ５

式６

図１７

左図：新生児頭部の同心円柱モデル。右図：

Wi (r) 等高線。内側から：重み関数の大きさが＝ 10-25,
10-3, 10-1.5, 10-4, 10-4.5.

図１８

(a) 新生児頭部の同心円柱モデル内の等温円筒温度モデ

ル。(b) 新生児頭部の同心円柱モデル内の等温平行平板温度モデ
ル。

式７

式８

式９
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図１９

数値シミュレーションによって生成した輝度温度

データ TB,tissue,i から回復したｚ軸上の温度プロフィル。

図１９(a)： (8) 式中の２モデルパラメータ（a と b）を推定
した場合。

図１９(b)： １モデルパラメータ推定法。温度ピークがあた
まの中心にあると仮定て a/b の比率をあらかじめ与えて温
度プロフィルを計算した場合。
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浜松医科大学との共同研究
生体計測研究部門教授

杉

浦

敏

文

私は 1985 年 4 月に水品教授の研究室に助教授として着
任しました。研究室の名前は超高周波研究室（だったと
思います）で、後に電磁波応用分野に変わりました（現
在は生体医療計測分野）。当時水品研究室は新生児脳深
部温度無侵襲計測用 5 周波マイクロ波ラジオメータシス
テムの開発に主として取り組んでいたので、慌てて電磁

その後、厚生省（現厚生労働省）は来るべき高齢化社会

波工学をもう一度勉強し直したことを覚えています。苦

を迎えるにあたって日本の国産心臓ペースメーカー開発

労して作り上げたシステムの性能を確認するために電子

プロジェクトを立ち上げました。実際は傘下の医薬品

科学研究科（現創造科学技術大学院）1 階の電波暗室で

副作用被害救済・研究振興調査機構が音頭をとり、「小

ウサギの腹部を実測して良好な結果を得ました。これは

型、長寿命、より生理的ペーシングが可能なペースメー

世界で初めてのことだったと思います。

カーの開発」を目標に、テルモ（株）、（株）ユアサコー

この電子科学研究科の 5 階には浜松医科大学の二つの

ポレーション、NTT エレクトロニクス（株）の 3 社が

客員講座がありました。一つは生体情報講座（第一生理

民間から参入しました。プロジェクトの期間は平成 4 年

学、森田教授、安達助教授）、もう一つは医用電子工学

から平成 11 年までの 7 年間です。目標達成のために日

講座（第一外科学、吉村教授、原田助教授）で、私達は

本独自の技術を組み入れることが要請されたことから私

その内の医用電子工学講座と協力して新しい心臓ペース

達のグループに声がかかり、静岡大学もこのプロジェク

メーカーの開発を行いました。最初は水品教授が原田先

トに参画することになりました。テルモの技術者（本学

生に頼まれて「温度で発振周波数が変化する回路」を製

卒業生）が電子科研の動物実験室（医用電子工学講座）

作し、浜松医大で動物実験をしながらデータを積み重ね

に通って実験する傍らファジイ制御の方法を研究して、

ていた処に私が途中から参加し、失敗を繰り返しながら

最終的に換気量と身体活動量の二つの指標を用いた心臓

回路の改良、小型化を行いました。最終的には犬の体内

ペースメーカーとすることを決定しました。前者は胸部

に回路を完全に埋込むことに成功し、この成果として

インピーダンスを、後者は加速度センサを用いて測定し

「体温による制御機構を有する心臓ペースメーカー」が

ます。その他にユアサコーポレーションは電池交換の必

誕生しました。しかしながら発熱実験をすると体温が上

要がない小型で高エネルギー密度の二次電池を、テルモ

昇するずっと前に呼吸が荒くなる（呼吸数が増える）こ

は小径で強度に優れたペーシング電極をそれぞれ開発

とが分かり、体温に呼吸数を加えた二つの指標を持つ

し、テルモ本社で埋込み実験を繰り返し、プロジェクト

心臓ペースメーカーの開発へと発展しました。このと

が終了する時には日本独自の技術を集約した生理的心臓

き、二つの情報使って一つの心拍数を決定するアルゴリ

ペースメーカーが完成しました。多くのペースメーカー

ズムが問題になりました。海外の研究者達も複数の生理

患者が国産心臓ペースメーカーの登場を心待ちにしてお

指標を使う場合のアルゴリズムに悩んでいました。私達

り、一日も早く市販されることを望んでいます。

はファジイ制御を応用することでこの問題に一つの決着

これらの実績は静岡大学と浜松医科大学が電子科学研

をつけることに成功しました。この手法は海外から注目

究科の客員講座を通して密接な協力関係を築いていたこ

され、国際会議やペースメーカーの会社での招待講演の

とで初めて可能になったことであり、今後も両大学間で

依頼をたくさん受け、私達の方法が間違っていないこと

堅固な協力関係が維持されることを期待しています。

を確信しました。写真は電子科研 5 階の動物実験室での
もので、左から原田幸雄助教授（後に浜松医科大学副学
長）、木村元彦助手（現工学部教授）、福井美仁君（現テ
ルモ）、私です。
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50 年間の研究生活を振り返って

術の習得としての「ガラス細工」の練習を行っていると
ころです。材料研究室におられた古根村文部技官に指導

名誉教授

中

西

洋一郎

していただきました。この練習により複雑ではないガラ
ス細工は概ね出来るようになりました。その他にも旋盤
やフライス盤を用いた工作電気炉の製作，電気回路の工

１．高木研究室の時

作等一通り習得し，実験に役立てました。

詳細はこの 50 年史の「高木先生について－材料研究
室の思い出－」のところで述べましたので，そちらをご

このように高木研究室での期間は私にとりましては研

覧ください。電研が発足した昭和 40 年 (1965 年 )4 月か

究と言うより基礎技術や実験技術の習得期間と言う期間

ら修士課程に進学し，高木研究室に受け入れていただき

でした。言い換えると，研究者としての認識が欠如して

ました。修士課程の 2 年間研究は蛍光体ではなく，高

いたと言うことになりますでしょうか。

木先生からいただいたテーマは「硫化鉛薄膜光電導体」

２．島岡研究室の時

でした。これは恐らく浜松ホトニクスさん（当時は浜

このときの詳細はこの 50 年史の「島岡先生について

松テレビさんでした）との共同研究の一環ではなかっ

－もう一つの材料研究室の思い出－」をご覧ください。

たかと思います。薄膜作製と言ってもベルジャーは直

そこで述べましたように，この時期こそが私の「研究者

径 30cm，油拡散ポンプの排気速度は 95l/sec で，到達

としての認識の芽生え」と言うことになりますでしょう

真空度は一応 10 Torr の後半までは可能でありました。

か。言われて気が付くようでは情けないと言われても仕

それから蒸着中の雰囲気を制御するための微調節バルブ

方がありません。今日の教員のあり方は以前と大きく

を通して N2 と O2 の供給ができるようになっていまし

違っていますが，しかし，教授という立場はこのような

た。これらと電離真空計も含めてベースプレート，ベル

指導もあると言うことを自覚すべきではないかと思いま

ジャー，油拡散ポンプ以外は全て自作でした。薄膜作製

す。島岡先生のこのご指導ともう一つ，私の研究のテー

の前に，「熱天秤」という熱分析装置を使用して蒸発源

マとして，大きく変えるというのではなく，「薄膜蛍光

の PbS の蒸発温度，蒸発速度および活性化エネルギー

体の形成とディスプレイへの応用」にして下さったと言

を求めたり，示差熱分析装置により PbS と O2 および

うことも私にとりましてはもの凄く大きなことでした。

PbS と PbO との空気中での反応の程度を測定しました。

どういうことかと言いますと，このテーマは島岡先生の

得られた薄膜の構造解析は X 線回折および電子線回折

専門分野と私のそれとの折衷案では決してないと言うこ

測定により行いました。このようにして PbS 単体の薄

とです。電研の成立の歴史的背景とそれに基づく電研の

膜が得られる条件を見出し，いよいよ光導電特性の測定

大きな目標である「ディスプレイ・アンド・イメージン

を行いましたが，なかなかまともな特性が得られません

グ」とその当時のディスプレイの現状を良く分析した結

でした。この原因としては蒸着後の活性化処理の過程で

果だからです。当然、私は全力で研究に打ち込みまし

薄膜を形成している粒子の表面が硫酸鉛に変質している

た。実験－論文を繰り返し，1986 年 2 月に工学博士の

こと等によると思われます。しかし，色々と試みました

学位（静岡大学論文博士）を取得しました。このように

が，実用に供し得るほどの素子は得られませんでした。

して論文も積極的に作成するようになりました。また既

要はまだ未熟であったと言うことです。

に述べましたように，外国での国際会議での発表も積極
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助手に採用していただいてからは「高木先生について

的に行うようになりました。

－材料研究室の思い出－」でのべましたように，蛍光体

島岡先生ご退官後，1988 年に教授として福田安生先

の合成，薄膜蛍光体の作製，分散型 EL の作製等を行い

生が着任されました。そこで再び福田，伊ヶ崎，松本，

ました。この間，電気化学協会の講演会等で毎年発表し

中西，鈴木佳子の 5 人体制に復帰ました。但し，この年

ていましたが，実は論文は 1 編も発表していませんでし

から大部門制に移行し，材料部門は「超伝導材料分野」

た。このことは「島岡先生について－もう一つの材料研

となり，大部門「電子材料部門」に所属することになり

究室の思い出－」で述べたとおりです。全く研究者とし

ました。この部門にはその他，「完全バルク結晶分野」，

ての認識が成っていませんでした。ただ，言い訳には成
りませんが，実験は誰にも負けないくらいによくやった

「分子フォトニクス分野」「光機能性材料分野」と名前を
変えて所属することになりました。

と思っています。昭和 44 年（1969 年）に結婚しました

国際会議出席のことで申しますと，1989 年の 9 月に

が，このときから現在に至るまで，支障のない限り，夕

西ベルリンで第 4 回 II-VI 化合物の国際会議がありそれ

食のため一旦自宅に戻り，夕食を済ませて再び大学へ行

に引き続いてケルンで第 7 回の固体表面の国際会議が開

き，実験を行いました。写真 1 は実験と言うより基礎技

催され，西ベルリン（このとき、ドイツはまだ東西に分
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かれていました）では CaS:Cu,F 蛍光体の発光特性につ

われた発光材料，光物性の研究を継続させ，当時ブラウ

いて発表し（ポスター），ケルンでは SrSe 薄膜のホッ

ン管テレビの後継機種として発光型ディスプレイから液

トウォールによる作製と Sn 薄膜の酸化に関する発表の

晶ディスプレイに代表される非発光型ディスプレイに

2 件を発表しました（いずれもオーラル）。日本を発つ

亘って世界的に活発に研究が行われていたディスプレイ

前のこの 3 件の発表の準備は大変を通り越していまし

研究にエネルギーを注ぎました。特に，電界放出ディス

た。しかも準備は 8 月から 9 月にかけての暑いときで，

プレイや無機薄膜 EL ディスプレイの材料・デバイスの

居室にはエアコンなど無いときでしたので，汗との戦い

開発に精力的に取り組みました。畑中先生のご研究も私

で，終いには電子顕微鏡室 (116 号室 ) がエアコン可能で

の研究も時流に乗っていることもあってのことかと思い

したので，ここで準備を行いました。ケルンではたまた

ますが，学生にも受けが良く，卒研にしても修士にして

ま星野先生がケルン近郊のユーリッヒというところにあ

も多くの学生が研究室に来てくれました。畑中先生には

ります半導体研究所に客員研究員として滞在しておられ

外国からの学生も含めて博士課程の学生も数名いました

ましたので，2 日間ほどお世話になりました。一晩は星

ので，二人合わせて多いときには 25 名位の学生が大部

野先生ご夫妻共々ケルンの国立歌劇場で行われましたオ

屋にひしめいていました。この頃はスニル氏に加えて博

ペラの鑑賞に行きました。このとき福田先生の外部資金

士課程のスコット氏など外国人がいて，いずれも精力的

から旅費の半分を出していただきました。この年は 11

に研究に打ち込んでいる人たちで，私が作成した英語の

月にベルリンの壁が取り除かれた年として，大変思い出

論文の下書きにも目を通してくれて，一晩で修正をして

深い年になり，福田先生のご厚意には今でも感謝いたし

くれました。ですので，この時期は掲載された英語の論

ております。

文の数が大変多く，1990 年頃から 2000 年頃までは毎年

もう一つご紹介します。1992 年に第 6 回固体薄膜と

7 編以上の論文を国際学術論文誌に発表していました。

表面の国際会議がパリで開催され，定年後ではありまし

畑中先生も島岡先生同様研究には厳しく学生だけでなく

たが，島岡先生も参加され，静岡大学からは福田先生，

私どもにも良く議論をしていただき，私の研究の方針を

畑中先生，桑原先生ご夫妻，立岡先生，私も参加し，三

検討する際に大変参考になりました。

村先生もその時はまだ静岡大学ではありませんでした

４．独立した研究室を持ってから

が，参加されておりました。写真 2 はパリオペラ座前で

8 年間畑中研究室でお世話になって，1998 年 6 月に教

のスナップです。デンマークのコペンハーゲン，台湾の

授に昇任することになり，独立した研究室を運営するこ

新竹も概ね同じメンバーで参加し，楽しい学会参加とな

とが出来ることとなりました。居室は 223 号室でした。

りました。実は，昭和 62 年（1987 年）島岡先生が所長

スタッフとしては私と助教授の喜多尾道火児先生の二人

の時に静岡大学で島岡先生が中心となって第 4 回固体薄

でした。ただ，私の指導学生の小南裕子君が博士課程の

膜と表面の国際会議が開催されました。それから，第

3 年生としていましたので，研究だけでなく運営にも協

12 回固体薄膜と表面の国際会議も福田先生を中心に電

力してくれました。喜多尾先生には浦部さんという技官

研主催で開催されました。いずれも電研挙げて全員で取

が手伝ってくれたようです。小南君は翌 1999 年 3 月に

り組み，大成功でした。この会議については別のところ

学位を取得し，私の要請を受け入れて，そのまま助手と

で詳細が紹介されていると思いますので，ここでは割愛

して残ってくれました。小南君は博士課程の時は主とし

させていただきました。

て，カソードルミネッセンス (CL) 用の蛍光体について，

３．畑中研究室の時

特に低速電子線励起用蛍光体について，蛍光体粒子表面

1990 年には畑中研究室に助手として移動しましたが，

の導電処理や表面電位の測定等について研究を行い，応

大部門名は「電子デバイス部門」で，研究室名は「表

用物理学会では講演奨励賞を受賞しました。その贈呈式

示デバイス分野」でした。スタッフとしては，畑中義

の時には，彼女は客員研究員として，ジョージア工科大

式教授，中西助手，高橋秀年技官の 3 人でした。私は

学のサマーズ先生のところで勉強しておりましたので，

翌 1991 年に助教授に昇任しました。そこで，助手が不

私が代理で賞を受け取りました。また，この表面電位の

在となりましたが，1993 年に畑中先生がスリランカ出

測定につきましては，学会誌「応用物理」の編集委員会

身の Sunil Wickramanayaka 氏を助手として採用し，教

からの求めに応じて，論文が掲載されました。このよう

授，助教授，助手，技官のフルの体制で研究ができる環

に小南君は蛍光体分野で活躍しましたので，学会等での

境が出来上がりました。畑中先生の研究内容は幅広く，

役員も求められ，現在電子情報通信学会・電子ディスプ

アモルファスシリコン，液晶の空間光変調，それにディ

レイ研究会の役員や SID 日本支部・ディスプレイ国際

スプレイにも関心をお持ちでした。私は高木研究室で培

ワークショップ (IDW) のコアメンバーとして活躍して
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たり，時間外に個人的にディスカッションしたりしてい

います。
私が独立した研究室を運営できるようになってから取

るのが私の目に映りました。彼に会って所属などを尋ね

り組んだこととして，研究・研究室の国際化がありま

ましたら，サンクトペテルブルグ国立工業大学からとの

す。それは私自身がそうありたいと思っていたこともあ

ことでした。この大学は 1828 年にロシアの高等教育機

りますが，学生にも少しでも国際感覚を身につけて欲し

関として設立されました。周期律表の発表および未発見

いという願いもあったからです。教授に昇任した頃，イ

の元素の存在・性質の予言で有名なメンデレーエフ教授

ノベーション共同センターで，プロジェクト研究を申請

が在籍しました。また電子工学研究所にとって忘れるこ

し，採択されますと，客員研究員を一人雇用することが

とのできないアイコノスコープの開発者であるツヴォル

出来ました。日本人でも外国人でもよかったのです。私

キン博士は同大学の卒業生であります。好青年の名前は

はそれを積極的に利用し，まず，手始めに 1997 年にイ

Maxim Sychov。その頃私はコッタイサミーの後任を探

ンド人の「グルムルガン」氏を招聘しました。もともと

していましたので，会議終了後，ダメ元で彼に私の研究

メイルでポスドクとして雇用してほしいと言うことを何

室に来て欲しい旨のメイルを送りました。そうしました

度も伝えてきていました。とてもまじめそうなので，来

ら，なんと OK の返事が来ました。最終的に 2001 年 8

てもらうことにしましたら，本当にまじめな人で，おと

月 1 日から，1 年間は自分の大学の講義等のため無理と

なしく，こつこつと研究をしてくれました。学生とも仲

のことで，翌年の 3 月 31 日までとなりましたが，私に

良くやってくれました。目的の一つでありました学生の

とりましては素晴らしいプレゼントとなりました。実際

外国人との交流が少しではありますが実現しました。学

に彼が来てみると，本当にまじめで，且つ行動的で，そ

会でも 2 度ほど発表しましたが，彼は徹底したベジタリ

の時電研等にいる外国人とすぐに仲良くなって学外でも

アンで，学会後の夕食の時に，会場を探すのに一苦労し

行動範囲が広いようでした。彼とも共同研究を続けるた

たのを今でもよく覚えています。1 年の滞在期限が終わ

めに，2002 年 10 月にサンクトペテルブルグで開催され

りまして，再度新たなプロジェクト研究を申請し，採用

た EuroDisplay2002 で研究発表を行うと共に今度は私の

されましたので，1998 年にまたインドの研究者を招聘

方から彼の大学に行きまして，彼の上司でありますウラ

しました。これもメイル上でのやりとりの結果でした。

ジーミル・コルサコフ先生にもお会いして共同研究を続

名前は「ニアサミー・コッタイサミー」と言います。こ

けることをお願いし，快諾をいただきました。そこで，

の人もまじめで，今度は外向的な性格の人で，学生とも

電研としまして，コルサコフ先生を電研の正規の客員教

よく話しますし，学会に行ったときも自分の発表は勿論

授として招待しましたところ，ご承諾いただき，2002

のこと，他の人の発表に対して活発に質問したり，後で

年 12 月 1 日に電研に来られ，3 月まで滞在されました。

個人的にディスカッションしたりしていまして，他大学

コルサコフ先生もとても優しくて誠実な方で，益々サン

の人たちからも「コッタイさん」といって親しまれてい

クトペルブルグ国立工業大学が好きになりました。この

ました。今でも蛍光体に関して共同研究をしていまし

後も Maxim やそれ以外の同僚数名を電研主催のワーク

て，私の方から，一昨年と今年学会発表で 2 回ほどイン

ショップに招聘したり，こちらからも私以外にも小南

ドに行きまして，少し寄り道にはなりましたが，彼の大

君，畑中先生，三村先生，木村先生，川田先生，青木先

学を訪問すると共に，彼の自宅にも招待されました。彼

生などもサンクトペテルブルグを訪問するなど，両大学

はそれほど徹底したベジタリアンではありませんので，

間の交流を深め，一昨年の 9 月に大学間交流協定を締結

楽でした。彼は 3 年ほど浜松キャンパスに滞在しまし

しました。調印式はサンクトの方の学長の出席の下で，

て，学会発表ばかりではなく，論文もいくつか発表しま

2013 年 9 月 30 日にサンクトで行われました。このよう

した。写真 3 は電研の滞在中にあった卒業式の日に電研

に 10 数年に亘る共同研究が認められたのだと思います

221 号室（学生の居室）での研究室のメンバーと一緒に

が，調印より 1 年前になりますが，2012 年 8 月 31 日に

撮った写真です。

同大学から，三村先生と私に Honorary Professor の称

彼の滞在の後，2000 年に浜名湖ロイヤルホテルで，
「無機・有機エレクトロルミネッセンスワークショップ

号が授与されました。授与式は同大学で行われました
が，その時の写真が写真 4 です。

(EL2000)」が開催されました。出席者 375 人のうち外国

国際交流につきましては，このほか，ウクライナの

人の参加者数は 109 人でした。国際ワークショップの組

キエフにあります「半導体物理学研究所とは 2004 年 8

織委員長は鳥取大学の小林洋志先生で，現地実行委員長

月から 8 ヶ月間 Larysa Fenenko 博士がやはりイノベー

は私が仰せつかりました。この EL2000 に参加していた

ションセンターの非常勤研究員として電研に滞在した

青年の一人がなかなかのイケメンで，意欲的に質問をし

り，私が同研究所に出かけたりして，蛍光体に関する共
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同研究を続けてきました。さらに，青木先生はもっと緊

けられ，光物性を奥の奥まで勉強された方で，ご卒業後

密に同研究所との共同研究を続けており，同研究所と電

は蛍光体に関する分野のみならず光に関する広い分野で

研との間で部局間交流協定を締結し，現在もなお関係は

ご研究・ご指導をされ，私の雲の上の師でした。です

継続しております。

が，もの柔らかく，決して叱ったりけちを付けたりと言

また，2012 年 2 月に 3 月から 1 年間，台湾にある国立

うことはなさいませんでした。塩谷先生の後を受けて長

台北工科大学から光物性・蛍光体に関する講義を依頼

らく蛍光体同学会の会長を務められまして，山元先生の

されて，月に 2 回乃至 1 回台湾に出かけました。台湾

お名前は世界中に知れ渡っていました。研究会等の後は

でも LED 関係の企業が活気を呈していますが，蛍光体

必ず懇親会を設定され，沢山の出席者と共に楽しい一時

の基礎的な研究をしている研究者が非常に少ないとのこ

を作っていただきました。私が今日まで蛍光体分野の研

とで，私に白羽の矢が立ったようです。私を招いたのは

究を続けてこられたのも，先ほどの田中先生と山元先生

光電子工学科の学科長の Yi-Jun Jen 教授で，表面プラ

のご指導のお陰だと思っております。ただ，山元先生も

ズモンの研究をしておられ，それを蛍光体に適用すると

平成 25 年 6 月 19 日に癌で亡くなられました。山元先生

言うことで，共同研究を続けています。また同大学と

は私より一つ年上ではありましたが，まだまだお若く，

の間でも 2013 年 4 月に大学間交流協定が締結されまし

ご指導いただけるものと思っていましたので，本当に残

た。また，同大学からも Honorary International Chair

念でした。私のよき指導者が私より先に亡くなられると

Professor の称号をいただきました。

は，言葉もありません。

私は学内外を問わずいろんな方にご指導・ご支援を

５．定年退職後

いただいてきましたが，学外ではとりわけ鳥取大学の

私は平成 19 年 3 月に定年退職しました。丁度 40 年間

小林先生と田中省作先生，東京工科大学の山元明（は

在職したことになります。4 月からは三村先生のお計ら

じめ）先生には本当にお世話になりました。鳥取大学の

いにより客員教授として電研に籍を置いていただけるこ

小林先生の前任者の笹倉先生や小林先生，田中先生には

とになりましたので，退職前と何ら変わらず毎日電研に

私が助手に成り立てのころ，一人で応用物理学会で発表

通いました。ただ，在職時代の居室 (223 号室 ) は明け

したときなど，質問に対して困っていたときなど，助言

渡さなければなりません。しかし，40 年分の思い出が

をしていただいたりして助けていただきました。その時

詰まった荷物を片付けるのは容易ではありませんでし

から今日に至るまで，ご指導いただいてきました。た

た。しかしほぼ 1 年後に小南君が准教授に昇任し，私が

だ，田中先生は平成 15 年 9 月 15 日に癌で亡くなられま

いた部屋を居室にするとのことで，小南君が使うと言う

した。私より 10 歳も若い方で，東大物性研の塩谷先生

ことであれば喜んで開けることにし，小南君始め研究室

の下で学位を取られ，お若いときから大活躍で，毎年

の方々に手伝っていただいて何とか明け渡しました。私

日本で開催している International Display Workshops

の定年退職に伴い，COE のマネジメント教授は國井崇

(IDW) で は ご 自 分 の Workshop で あ る「EL displays

氏に引き継がれました。國井氏はヤマハに勤務されてい

and Phosphors」だけでなく，他の Workshop のことに

たとのことで，幅広い知識をお持ちの方で，信頼してお

もよく理解しておられ，IDW 隆盛の最大の立役者では

任せできる方と思いました。客員教授としての私の任務

ないかと私は思っています。それから，日本学術振興

は「浜松ホトニクスとの交流会の研究所側の窓口業務お

会・光電相互変換第 125 委員会でも小林先生共々大変ご

よび髙柳記念未来技術創造館の説明業務」でした。さら

指導いただきました。小林先生の後を受けて現在私が委

に電研所長の秘書的な役目を遂行することでした。三村

員長を仰せつかっていますが，田中先生がご健在でした

先生は持ち前の鋭い判断力により幾多の難関を乗り越え

ら，間違いなく委員長になられたことと思っておりま

られ，電研の危機を救ってこられました。三村先生は私

す。そのくらい優れた方でした。国外でのいろんな国際

と同じく大変お酒が好きな方で，国内外の学会やいろん

会議でも御一緒してしいただき，いろんな思い出があ

な懇親会で御一緒させていただき，お話を伺うことが出

ります。写真 5 は 1993 年 9 月にストラスブールで開催

来，大変勉強になりました。COE が平成 20 年度で終了

された Eurodisplay に参加したときの田中先生とのツー

しまして，平成 22 年度からは特別経費 ( 国際的に卓越

ショットです。小林先生にも学振での活動を通していろ

した教育研究拠点機能 )「異分野技術の融合による革新

んなことを勉強させていただきました。

的画像工学創成事業」が採択されて，私はそのプロジェ

もう一人，東京大学卒業後日立中央研究所を経て東京

クトのマネジメントを担当すると言うことで，特任教授

工科大学で研究をされた山元先生も私にとりまして大変

に任命されました。このプロジェクトは平成 24 年まで

重要な先生でした。東大の物性研で塩谷先生の指導を受

継続して採択されましたが，平成 23 年に 70 歳を迎えま
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した。特任教授は 70 歳が定年とのことで，その後は非

ますのも，50 年の間に電子工学研究所に在籍された多

常勤講師（客員教授）という身分でマネジメントを担当

くの皆様のご指導・ご支援のお陰です。また，学内，学

しました。正式の任務は「共同研究・プロジェクト研究

外そして外国におられる多くの方々のご指導の賜物で

のコーディネート他」でした。25 年度からは電研は「共

す。この場をお借りして心より感謝申し上げます。そし

同利用・共同研究拠点」に採択され，大学附置研究所と

て最後に電研がこれからも世界のトップとして発展を続

してのステータスを獲得することが出来ました。しか

けられることを心より祈念申し上げます。

し，この採択に伴ってやらなければならない業務が色々
あって，特に，「共同研究プロジェクト」を国内外に呼
びかけて募集する任務がありました。募集，審査，日常
の庶務・会計的な仕事，報告書作成の依頼，整理，最後
が大仕事の文科省への報告書の作成等 3 月あたりはてん
てこ舞いです。幸いにして平成 23 年度から事務補佐員
として藤川幸子さんが入ってくれまして，彼女はもの凄
く仕事の出来る方で，しかも英語も堪能で大いに助かり
ました。彼女がいなかったら恐らく任務が遂行出来な
かったと思います。それから忘れてはならないのが，山
下事務長の存在です。仕事の速さ，的確さについては目
を見張るものがありました。お二人のお仕事によりまし
て，難局を乗り越えることが出来ました。この原稿を作
成しているのは平成 27 年ですので，平成 28 年 3 月には
また大仕事が待ち受けていることになります。これまで
の経験から少しは効率がアップするのではないかと思い

写真 1

ガラス細工の練習風景 (1967)

写真 2

パリで開催された第 6 回固体薄膜と表面の国際

ますが，そうなるといいですね。それにしても，COE
の時に比べて最近は特別経費の予算が年々少なくなって
います。尤も，特別経費に限らず，一般の運営費交付金
もそうだとは思いますが。一方で概算で採択されたプロ
ジェクトの中身は逆に年々大型化しているようで，ここ
の項目に使うことの出来る予算はやせ細る一方です。例
えば，共同研究プロジェクトの 1 件あたりの予算は平成
25 年度が 100 万円位なのに対して，26 年度は約 50 万円，
27 年度が約 30 万円です。勿論件数にもよりますが，少
ない件数では文科省への報告において寂しくなりますの
で，増やすことが不可欠です。それで，時々プロジェク

会議へ参加したときの写真 (1992 年，パリオペラ座前に
て)

トの研究代表者に直接お話をする機会があるのですが，
その時「予算が大変少なくて申し訳ございません」と申
し上げますと，「いえいえ決してそんなことはありませ
んよ，30 何万円でも大変貴重なお金ですから，大変あ
りがたく使わせていただきます」といって下さいます。
半分は慰めて下さっているのかもしれませんが，全国の
大学全体として大変厳しい状況にあるのかもしれません
ね。次年度からはネットワーク型の拠点となります。期
待と不安とが相半ばしている心境です。
以上，私の 50 年を振り返りましたが，電研がスター
トするときに私も電研に修士の学生として受け入れてく
れましたので，私も電研と共に電研在籍 50 周年を迎え

写真 3

コッタイサミー氏電研滞在中の一コマ

（2001.03，卒業式の日，221 号室にて）

ます。私がこのようにして 50 年を振り返ることができ
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類似した層状の結晶構造をもち、その耐熱性や化学的安
定性から主に高温構造材やルツボ材として利用されてき
ました。近年は、高品質な単結晶が高効率な深紫外域発
光（波長 215 nm）を示すことが明らかになったことや、
グラフェンデバイス用の基板としても適していることか
ら、新しいエレクトロニクス材料としても注目されるよ
うになっています。これらの研究を進める上で、知的ク
ラスター創成事業（第Ⅱ期）のテーマの一つに選定いた
だくなど、研究所の先生方を始めとしてお世話になった
皆様に感謝申し上げます。
大学に厳しい改革が求められるようになったのも、10
写真 4

サンクトペテルブルグ国立工業大学での

年前頃だったと思います。本学でも、当時既に 21 世
紀 COE プログラムの活動が進められていました。こ

Honorary Professor 称号の授与式にて (2012.8.31)

のプログラムの実施項目で、現在もなお継続している
Monday Morning Forum（平成 26 年 10 月には 300 回
に到達）には、5 月 9 日開催の第 3 回目に初めて参加し、
平成 18 年度からは事業推進担当者にも加えていただき
ました。プログラムが終了するまでの 3 年間、あまり多
くの貢献はできませんでしたが、私にとって貴重な経験
になりました。その後、継続プログラムや共同利用・共
同研究拠点認定などへの申請作業にも参加することにな
りました。大学院教育改革プログラム（平成 19 年度）、
グローバル COE プログラム（平成 21 年度）
、組織的な
大学院教育改革推進プログラム（平成 21 年度）、共同利
写真 5

用・共同研究拠点（平成 21 年度）、博士課程教育リー

親身になってご指導いただいた故田中先生と

(Eurodisplay’93 が 開 催 さ れ た Strousbourg に て，
1993.09）

ディングプログラム（平成 24, 25 年度）と、6 回連続で
実を結ぶに至らず、その難しさを感じていましたが、平
成 25 年度に共同利用・共同研究拠点として本研究所が
認定されました。この進展に少しでも関われたことは、

電研に着任して 10 年

率直によかったと思っております。
富士登山の機会に巡り会えたことも、研究所で勤務し

ナノマテリアル研究部門教授

原

和

彦

ていたお陰と言えます。世界遺産登録される前年の平成
24 年 8 月末日に、技術職員の粟野さんを隊長とし、学

私が電子工学研究所に着任しました平成 17 年は、研

生 3 名（内、1 名は韓国からの留学生）と私の初心者 4

究所の設立 40 周年の年でしたので、以来 10 年が経った

名からなる登山隊は、天候にも恵まれて全員で登頂を果

ことになります。この間、主として、可視および紫外域

たしました。

における高効率・高出力光源用発光材料の開発を目指し
て、AlN や GaN などの窒化物半導体材料をベースとす
る粉末の発光材料を開発する研究に取り組んでまいりま
した。その中で、特に実現させたかったのは、各の粒子
が内部に発光領域として単一量子井戸または多数の量子
ドット構造をもつナノ構造埋込型粒子でした。その開発
を目指して、学生共かなりがんばってまいりましたが、
なおチャレンジ中です。現在は、六方晶 BN の電子材料
としての面白さに惹かれ、CVD による粉末や薄膜の作
製に力を入れています。六方晶 BN は、グラファイトに
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富士山頂にて

青木研究室について

いることがはっきりしてきた。さらに自分と違った視点
も併せ持つこと、学部自体から鍛えられた発表やディ

ナノビジョン研究部門

教授

青

木

徹

ベートなどから、配属間もない学部生からでも教員と熱
い議論をすることができ、新しい研究の世界が広がりつ

ついこの前電子工学研究所に着任した新人だと思って

つある。
長い間研究所にお世話になっているが、それ故に努め

いたが、気がつけばだいぶ長い間お世話になっている。
現在、所属は学術院情報学領域となり、研究室は研究所

て環境の変化を受け入れるようにしている。世界や我が

西側に新設された「光創起イノベーション研究拠点棟

国が激動する中、それにも柔軟に応えられるよう進めて

（浜松医科大学、光創成大学院大学、浜松ホトニクスと

いきたいと考えている。

本学の連携拠点）」へ引っ越しし、ここ 2,3 年で環境が
大きく変わってきている。
私の研究室では他の研究室と共に十数年前に文部科学

電子工学研究所での 13 年間の研究生活

省知的クラスター創成事業を受け、私が当時助手で研究
スペースもなかったこと、事業に記載されていたことも

極限デバイス部門准教授

池

田

浩

也

あり、浜松キャンパスから北へ 12km 程離れた都田キャ
ンパス（現在閉鎖）へ研究スペースを確保し、10 年以

2002 年 4 月に電子工学研究所に助教授として赴任し

上にわたって研究を進めてきた。放射線のフォトンカウ

てから，早 13 年が経ちました．前任地では小講座制を

ンティング検出器とイメージングデバイス、イメージン

採っていたため，静岡大学に移ってしばらくは「池田研

グに関する研究を中心とし、続いた知的クラスター創成

究室」と呼ばれることに，かなり違和感を持っておりま

事業の第Ⅱ期、NEDO の産業技術研究事業での研究開

した．また，自力で研究室を切り盛りすることも初めて

発を元に、JST の大学発ベンチャー創出推進事業を活用

でしたので，日々の研究生活・学生指導から，独自の研

して、2011 年 4 月に静岡大学発ベンチャー企業

究テーマの起ち上げまで，研究面を中心に田部道晴先生

株式

会社 ANSeeN（最高技術責任者 CTO に着任）を起業し

には多大なるサポートをいただきました．改めまして，

た。ここでは、新進気鋭の若い CEO（本学卒業生）を

ここに感謝の意を表します．

中心に、役員を含む 8 名の社員が大学で進めた基盤的研

もう少し研究に関する経緯を述べますと，研究所に赴

究を社会に役立てるべく実用化・製品化を行い、製造販

任する前は，シリコン MOSFET の微細化に関わる薄膜

売を行っている。

材料の開発並びに表面・界面反応制御による薄膜形成の

現在は、研究所では唯一、情報学部／情報学専攻を兼

研究に従事しておりました．その中で，極薄高誘電率絶

任し、学内からの学生はすべて情報学部から受け入れて

縁膜，金属／半導体界面構造，チャネル用エピタキシャ

いる。情報学部（CS プログラム）はソフトウェア教育

ル混晶膜といった材料を主なターゲットとして，表面・

を中心とし、社会の抱える課題を解決すべく様々な研究

界面分析技術や電気的・結晶学的特性評価などのスキル

を行っている。放射線情報学の構築を目指した研究が私

を高めてきました．また研究所に赴任して４～５年は，

のテーマであるが、そもそも工学、それもかなり理学寄

田部先生の研究テーマである『単電子トランジスタによ

りの物理がかなり強い分野で、情報学部で教育をしてき

るシングルフォトン検出』に携わり，単電子トランジス

た学生が研究所としての研究が進められるか、という心

タの作製・特性評価とシミュレーションによる理論的解

配はあった。しかし、実際に配属されて研究を始める

析を行いました．しかし，独自の研究テーマを考案・確

と、もちろんこれまで半導体や物理についてはほとんど

立するようご指導いただき，現在のテーマである『シリ

学んでいない学生が多いためこれらは丁寧にフォローす

コンナノ構造を用いた高効率熱電変換デバイスの開発』

る必要はあるものの、徹底したプログラミング教育で鍛

を起ち上げました．

えられた、実際の世界で起こっている複雑な事象をよく

熱電変換材料は，発電デバイスや冷却デバイスだけで

観察し、コンピュータが理解できるレベルまで細分化

なく，赤外線センサにも応用されています．いわゆる

し（プログラム上ではほんとに些細な 1 つの命令しかで

サーモパイル型赤外線センサでは，赤外線吸収膜の温度

きません）、また、これらを用いて 1 つの機能を作成し、

上昇により生じる温度差を，熱電変換材料にて熱起電力

さらにこれらを組み合わせてシステムを構築する考え方

として出力します．このセンサの感度を向上させるため

が、物理やデバイスの研究においても（もちろん、シス

に，シリコン系混晶材料のナノ構造を用いて，ゼーベッ

テムやアプリケーションの研究も！）非常に役に立って

ク係数（温度差１℃当たりの熱起電力）の向上と熱伝導
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率の低減を目指しております．またそれに付随して，ナ

( 現 University of Arkansas), 2012 年 Ajay Tiwari ( 現

ノ構造の熱電特性を評価するための新しい測定技術の構

東芝 ) のポスドク（学術研究員）が在籍し研究に大きく

築を進めております．今後も更に超高感度化を目指して

貢献した。

研究を進めるとともに，共同利用・共同研究拠点として

２．研究内容
当分野は、猪川・佐藤研究室と小野研究室からなり、

国内外との共同研究を積極的に行っていきたいと思いま

協力しつつも独立に研究を進めている。学問的なバック

す．
最後に，研究所のメンバーに加えていただいて以降，

グラウンドは、単電子デイバスに代表されるナノデバイ

おかげさまで日本酒のおいしさがわかるようになりまし

ス、電磁界解析（シミュレーション）、プラズモニクス、

た．人生の楽しみをお教えいただいた研究所の皆様に，

ナノフォトニクス等であるが、電子線描画に代表される

心から感謝いたします．

ナノ加工技術を駆使してデバイスを作製し実証すること
を常に目指している。多数のナノデバイスを集積化する
と、高速化、低消費電力化、データ処理の高度化などの

極限デバイス研究部門
ナノシステム集積化分野について

観点で新たな価値が創造される。それゆえ、今までに無
い機能を持つイメージング、計測、情報処理などのシス
テムとしてナノデバイスを集積化することを最終的な目

教授

猪

川

洋

標としている。
今までの主な研究成果としては、1) 表面プラズモン
(SP) アンテナによる SOI フォトダイオードの量子効率

１．構成員と組織の変遷
2013 年 4 月に発足した当分野の現在の常勤教員は、

向上と高感度屈折率測定への応用、2) SOI MOSFET に

猪川洋教授、小野篤史准教授、佐藤弘明助教の 3 名であ

よる室温動作、低ダークカウント ( ～ 0.01 cps) の単一

るが、技術部の竹内州技術職員は電子工学研究所クリー

フォトン検出、3) 金微粒子ナノコンポジット膜による

ンルームや浜松キャンパス共同利用機器センターなどの

フォトダイオード感度増強、4) 金属コート円錐プリズ

共通業務の傍ら 2013 年 4 月から当分野の研究補助も担っ

ムを用いた表面プラズモン局在化励起などがあるが、今

ている。非常勤職員の溝口明子氏も同じく 2013 年 4 月

後は 5) SP アンテナによるバイオセンシング、6) 金属ナ

から秘書業務を担当している。

ノレンズを用いた超解像イメージング、7) THz, 赤外へ

当分野の前身である新領域創成部門ナノシステム集

の検出波長域の拡大、8) 単電子トランジスタの整流作

積化分野は、猪川洋教授が 2006 年 4 月に NTT 物性科

用など新原理による光検出、9) ナノデバイス集積化に

学基礎研究所から着任して発足した。2007 年 3 月には、

よるイメージングの高度化などに取り組んで行く予定で

徳島大学から電磁界解析を専門とする佐藤弘明助手（学

ある。

校教育法の一部改正を受けて同 4 月から助教）が着任

３．文部科学省知的クラスター創成事業（第Ⅱ期）「浜

した。2009 年 1 月には、テニュアトラック制度（後述）

松オプトロニクスクラスター」
電子工学研究所が中核となって立ち上げた知的クラス

に基づき学内の若手グローバル研究リーダー育成拠点
に、理化学研究所から小野篤史特任助教が採用された。

ター第Ⅰ期事業（平成 14 年度－平成 18 年度）の成果を

猪川洋教授はメンター（助言者）として絶縁膜上の薄

受けて採択された第Ⅱ期（平成 19 年度－平成 23 年度）

いシリコン (SOI: silicon on insulator) に形成されたフォ

の事業では、「オプトロニクス技術の高度化による安全・

トダイオードの金微粒子による感度増強について、佐

安心・快適で 持続可能なイノベーション社会の構築」

藤弘明助教は電磁界シミュレーションについてアドバ

を基本理念として、第Ⅰ期に醸成された基盤技術をさら

イスを行った。2008 年 4 月には安間義和技術専門職員

に高度化し国内外に波及させるとともに、新分野におい

が、ナノデバイス材料部門ナノデバイスプロセス分野

ても技術革新を図ることを目指した。第Ⅱ期の研究開発

から（2006 年度末まで福田安生教授、一時的に Kamen

テーマ 16 の内、静岡大学は 9 テーマ（内、電子工学研

Kanev 教授の下に在籍の後に）当分野に加わり、電子

究所は 6 テーマ）を担当し、その内の一つ「フォトン感

工学研究所ホームページやナノデバイス作製・評価セン

度を持つ単電子デバイスと単電子情報圧縮回路」を当分

ター分析機器に関わる共通業務の傍ら当分野の研究補助

野が受け持った。当初は、田部道晴教授・猪川洋教授に

を担当した（後述）。当分野には、2008 年 Yang Hong

声が掛かり共同で研究代表者となっていたが、田部教授

Guan ( 現 Hunan University)、2009 年 Vipul Singh ( 現

は成果は出されるものの研究費は一切受け取らず途中か

Indian Institute of Technology, Indore), 2010 年 Wei Du

らは代表者も退かれ当分野の研究立ち上げを支援して下
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さった。また、当事業は地方公共団体（静岡県・浜松

５．工学部・研究所改組とグリーン科学技術研究所新設

市）が指定する中核機関である財団法人浜松地域テクノ

2013 年 4 月より教員は研究所の構成員も含めて全員

ポリス推進機構が国から受託し大学等に研究委託する形

修士課程に所属することとなり、修士課程からコアメン

で行われ、事務手続き、進捗管理、成果発表会の開催な

バ 10 名とサブコアメンバ 23 名が改めて電子工学研究所

どの一切をテクノポリス推進機構が担ってくれたため、

へ出向することとなった。ライフサイエンスも含む複合

研究者は研究に専念できる有り難い体制であった。当分

境界領域をカバーするために工学部や理学部からも人が

野のテーマにおいては、SP アンテナによるフォトダイ

加わり 3 割を越える構成員が入れ替わり、ナノビジョン

オード量子効率の 1 桁アップや、ダークカウントが従来

研究部門、極限デバイス研究部門、ナノマテリアル研究

に比べ 3 ～ 4 桁少ない室温動作の単一フォトン検出器の

部門、生体計測研究部門の４部門体制となった。同時

実現などの成果を上げることができたが、実用化という

に、地球資源やエネルギーの再生・利用等による安心・

観点では必ずしも満足の行く結果ではなかった。しか

安全な社会の実現を目的としてグリーン科学技術研究所

し、電子工学研究所が担当した他の研究テーマにおいて

が新設された。工学部・工学研究科は、従来の 4 学科・

は期待を上回る成果が上がり、例えば「超高感度・広ダ

5 専攻体制から、5 学科・6 専攻体制になった。機械工学、

イナミックレンジ CMOS イメージセンサ」は、川人祥

電気電子工学は中身が異なるものの同じ名称で残存し、

二教授が代表取締役社長を務める大学発ベンチャー企業

物質工学とシステム工学が廃され、電子物質科学、化学

によって製品化され中小企業庁長官賞を受賞するなど高

バイオ工学、数理システム工学の学科・専攻が新設され

い評価を得た。また「エネルギー弁別型放射線検知器」

た。研究所の構成員も学部教育を担うこととなり授業な

は、青木徹准教授（肩書きは当時）が平成 23 年に創業

ども等しく受け持つこととなった（コアメンバは、学

した大学発ベンチャー (JST 独創的シーズ展開事業に採

科・専攻長、教務・入試・学生の各委員長は免除）。人

択 ) で製品化された。その結果、第Ⅱ期事業全体として

事の硬直化の解消や受け入れ学生数の増加などのメリッ

も事後評価において全ての項目で「Ａ」の高評価を受け

トは期待できるものの、学部授業や管理運営の負担は大

ることができた。

きく、総合的に見て研究力が増したかどうかは判然とし

４．科学技術振興調整費若手研究者の自立的研究環境整

ない。

備促進事業「若手グローバル研究リーダー育成プログラ

６．安間技術専門職員のこと
安間義和技術職員は 2012 年 10 月 26 日 43 歳の若さで

ム」（平成 20 ～ 24 年度）
静岡大学が重点的に取り組む研究領域であり、ビジョ

逝去された。当分野に在籍された 4 年半の間に、研究所

ンサイエンスと直接関連する光・電子・情報分野及び生

や作製・評価センターの共通業務をこなしつつ、EB 蒸

命・環境科学において、教員の質向上の観点から、テ

着装置とスパッタリング装置の立ち上げ・維持管理や静

ニュア・トラック制度を中心とする人材システム改革を

電容量・電圧 (CV) 測定の自動化など多くの仕事を行っ

行い、若手研究者が自立的に研究に集中できる研究環境

て研究に貢献された。常に明るく前向きで学生の面倒見

（資源の優先配分、研究支援体制の充実、十分な研究ス

も良く、闘病の辛さも表には出さず、逝かれる直前まで

ペースの確保、研究以外の負担軽減等）を整備し、高い

懸命に勤務されていたことに改めて感謝し、ご冥福をお

見地からの指導・支援の下、優れた研究成果を上げつつ

祈りしたい。

研究能力を向上させるべく制度を運用した。同時に、将
来の指導者として必要な、リーダ－シップ、マネージメ

電子工学研究所 50 周年おめでとうございます

ント能力、教育能力等の涵養を図った。
上記プログラムで静岡大学が新たに採用した 10 名の
うち 3 名（特任准教授 1 名、特任助教 2 名）に対しては

ナノヴィジョン研究部門

教授

橋

口

原

電子工学研究所がプログラム終了後のポストや研究ス
ペースを用意し、研究所の教員がメンター（助言者）と

電子工学研究所 50 周年おめでとうございます。私は

なって積極的に支援した。これにより研究所全体の研究

今年で 52 歳になりますから、ほぼ同じ時代を生きてい

力向上を図るとともに、大学全体の人事改革にも協力す

たということになるでしょうか。静大の浜松キャンパス

ることができた。

もほとんど改築が進んで近代的な建物になってきました

プログラム終了時の 2012 年度末には所期の成果を上

が、ここだけは古き良き時代の面影を残していて、私と

げ、上記 3 名はそれぞれ電子工学研究所所属の教授、准

しては今の研究室を気に入っております。建物の裏側の

教授に昇格した。

景色などは、昭和の時代そのままで、50 おやじがノス
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最後に電子工学研究所の益々の発展をお祈りいたしま

タルジックに浸るなど周りから見ればちょっと不気味か
もしれませんが、夏の暑い日などは本当に昔の光景を思

す。

い出せるようです。私の体もあちこちガタが来ています
が、研究室もあちこちひびだらけで、もうそろそろかな
という感じもしないではありません。こちらに着任して
7 年以上が過ぎましたが、前任校の工学部と異なり大学

撮像デバイスの研究
- 電子工学研究所での 16 年 -

の附置研究所ということで、研究にかなり没頭すること
ができました。私が博士をいただいた先生と比較して、

ナノビジョン研究部門教授

川

人

祥

二

附置研の教授のあるべき姿には程遠いですが、それなり
に新しいことにチャレンジして新しい研究領域を提唱す

１．まえがき

るというところまでは現在出来てきたという感触です。

イ メ ー ジ セ ン サ と の 関 わ り は、 い ま か ら 約 25 年

私の研究は、半導体微細加工技術をベースとした微小電

前、大学の研究室に助手として職を得たときに始まる。

気機械素子の開発というのが大きなテーマですが、電研

C. Mead の Silicon Retina (“Analog VLSI and Neural

に来て最初に行ったのは、そのようなデバイスの理論を

Systems”, Addison- Weslay Pub.) に触れ、子供のころ

解析力学により統一的に記述するということです。いわ

から好きだったアナログ回路を活用して、センサと処理

ゆるＭＥＭＳデバイスは多種多様で、まとまった理論体

回路が一体になった網膜チップのようなものを研究した

系にまとめづらいところがありました。それらをラグラ

いと思い、漠然とした気持ちで始めた。当初、遊び心で

ジアンというエネルギー関数でモデル化することをしま

いろいろ作ってはみたが、どれも成果に結びつかなかっ

した。ちょうどＮＥＤＯのファインＭＥＭＳプロジェク

た。しばらくして、イメージセンサを真似て何かを作る

トで等価回路ジェネレータの開発というプロジェクトが

という考え方をやめ、イメージセンサを研究の対象にす

あり、そこにこの理論を持ち込んで、ＭＥＭＳデバイス

ることにした。つまり、どうすればイメージセンサの性

のシミュレーターを作成しました。また最近ＥＬＥＸ誌

能を今より上げられるか、イメージセンサの価値を高め

にＭＥＭＳデバイスの理論に関するレビューを書きまし

られる新しい機能は何か。その頃から、徐々に成果に結

たので、とりあえず電研にきて始めた新しい試みが、学

びつくようになった。その１つが、撮像面上で画像圧縮

会でも認められてきたのかなと思っています。そしても

を行うイメージセンサである。その論文は、1997 年国

う一つ電研で新しく始めたのが、エレクトレットを利用

際会議 ISSCC（詳細は後述 ) に採択され、またその内容

したエレクトレットＭＥＭＳという領域の提唱です。こ

が応用物理学会誌の解説論文 (1998 年 1 月 ) として掲載

こでは半導体プロセスで最もタブー視されてきたアルカ

された。これが 1 つの契機となり、1999 年 10 月に静岡

リイオンの酸化膜内混入を、逆に利用して静電型ＭＥＭ

大学電子工学研究所に赴任し、撮像デバイス分野 ( 現在

Ｓに永久帯電場を与えるという技術を開発しました。さ

の名称は、イメージングデバイス分野 ) を任されること

すがにこれは外国の研究者も驚いたようで、ある国際会

になった。赴任後は、イメージセンサが唯一の研究テー

議でクレイジーとまで言われましたが。まだこちらは完

マになった。それから 16 年。電子工学研究所創立 50 周

全に学会で認知されるところまで来ておりませんが、従

年を迎え、50 年間の約 1/3 の期間、本研究所の撮像デ

来のＭＥＭＳデバイスの性能を飛躍的に向上できるの

バイス分野を担当したことになる。高柳健次郎先生がテ

で、そのうちこのような概念が受け入れられると思って

レビジョンの礎を築かれたこの浜松の地、そして静岡大

おります。

学電子工学研究所に職を得ることがなければ、イメージ

さて現在私の研究のまわりでは、社会インフラモニタ

センサとの関わりはこれほどまでに深いものにはならな

リング、環境発電、センサネットワークなどという言葉

かったであろう。本拙文では、電子工学研究所に赴任し

がキーワードして盛んに使われています。１０年後はど

てからの 16 年間を中心に、筆者がこれまで行ってきた

のようなキーワードになっているのでしょうか。今思え

撮像デバイス＝イメージセンサの研究と、関連した活動

ば電研に来たころはバイオＭＥＭＳという分野が一つの

について振り返り、これまでの研究の要点の整理と今後

ブームではありましたが、それも少し落ち着いてきてい

の 10 年間に向けた新たなモチベーションとする機会と

るようです。エレクトレットの研究はちょうど現在の

し、合わせてお世話になった方々への感謝の気持ちを表

キーワードとマッチングして方向性としては偶然合って

す機会として書かせていただくものである。

いましたが。そろそろ次の時代に向けて新しい研究を始
めようかと思っております。
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２．撮像面アナログコンピューティング：画像圧縮イ
メージセンサ
人の眼の網膜には、およそ 2 億個のピクセル ( 視細胞 )
がある。これを約 120 万本の視神経で脳に情報を送っ
ている。視細胞で得た信号を視神経で脳に送る過程で、
200:1 程度の何らかの情報の符号化 ( 圧縮 ) のしくみがあ
る。これを知ったとき、イメージセンサもその場で直ぐ
に情報を圧縮し、効率的に信号を外部に伝送する時代が
やがて来ると予感した。しかし、網膜に似た構造にこだ
わると、当時の技術ではできそうになかった。本気でや
るなら回路の 3 次元積層が必要である。3 次元積層技術
は、現在ではイメージセンサに当たり前のように使われ
ているが、当時はそのような状況にはなかった。そこ
で、イメージセンサに向いたやり方で情報圧縮を組み込
む方法を考えた。それが、アナログ 2 次元 DCT( 離散コ
サイン変換 ) による画像圧縮である (ISSCC1997, IEEE-

図 2 アナログ精度と PSNR( σ cap: キャパシタのばらつ

JSSC1997[1])。試作 ( 図 1) は成功し、携帯機器向けとして

き、σ off: アンプオフセットばらつき )

小面積かつ低電力で画像圧縮が行えることを強調したた
め、学会発表での受けは大変良かった。本センサは、パ

３．アナログからデジタルへ：高性能カラム A/D 変換

ナソニック（株）との共同研究の成果であり、大学と企

回路とスーパーハイビジョン

業の共同研究によるイメージセンサ開発としても注目さ

イメージセンサは、誤解を恐れずその技術を時代で分

れた。また、アナログ回路でも十分な画質 (PNSR=Peak

類すれば、およそ 1970 年代までが撮像管の時代、1980

signal to noise ratio で 40dB 以上 ) が得られることを定

年 代 か ら 1990 年 代 が CCD の 時 代、2000 年 代 以 降 が

量的に示したことも評価された ( 図 2)。一方で画像圧縮

CMOS の時代である。撮像管から CCD イメージセンサ

をアナログ回路で行うことについての批判も多かった。

への交代は、デバイスの半導体化を意味し、カメラの小

しかし、十分な基礎的な解析に基づいて設計すれば、こ

型・軽量化、高信頼化、長寿命化、大量生産、低価格化、

のような大規模なアナログ LSI 回路が期待した通りの

高画質化 ( 特に高精細 )、高機能化がなされ、多大な社

性能を発揮してセンサと一体になって動作することが分

会的インパクトを与えた。CCD を発明した W.Boyle と

かり、その経験は、筆者のその後の研究において、非常

G.Smith が、2009 年のノーベル物理学賞を受賞したこと

に大きな意味を持つことになった。

は記憶に新しい。CCD から CMOS への交代は、センサ
のデジタル化への産業界の希求による当然の進化であっ
た。ピクセル内の光電変換部で得られるアナログ信号
を、その直近でデジタル化して処理することを前提とし
た回路、アーキテクチャとすることで、デジタルの時代
に合った多くの利点を見出すことができる。ムーアの法
則に乗って発展を続けている集積化され超高性能な LSI
技術の恩恵を最大限に受けることができ、カメラとして
も高性能で価値の高いものが実現できる。そうすると、
その性能上のボトルネックは、ピクセルのアナログ信号
をデジタルに変換する A/D 変換器になり、その高性能
化は、イメージセンサの性能を高め、新しい価値を生み
だすものになるに違いない。このように考えて 1990 年

図 1 画像圧縮イメージセンサ

代末頃から、イメージセンサに組み込む A/D 変換器の
研究を開始した。イメージセンサ用 A/D 変換器は、1
カラムあたり 1 個の A/D 変換ユニットを設け、水平画
素数と同数のユニットを並べて、並列に動作させるカ
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図 3 CMOS イメージセンサの構成とカラム A/D 変換器 ( 巡回型 )
ラム型と呼ばれる方式が主流となっている ( 図 3)。例え

始した。課題になっていた高精細動画の動きぼやけをな

ば、ハイビジョン用イメージセンサの場合、約 2000 個

くすための高フレームレート化 (100 フレーム／秒以上 )

の A/D 変換器を撮像面の周辺に並べて並列に動作させ

を達成することが求められたが、巡回型を 2 段構成にし

る。このような方式では、個々の A/D 変換器がコンパ

て、最適なビット配分を行い、パイプライン動作させて

クトであることが必要で、最適なシングルスロープ型の

高効率化を図ることで、3300 万画素 120 フレーム / 秒

開発が東芝、ソニー等日本の半導体メーカが大きく貢献

のスーパーハイビジョン用イメージセンサが実現できる

して当初急速に進んだ。一方、筆者は多画素・高速動

見通しを得た。2011 年、試作によりその世界初の動作

作・高 SN 比等の性能を重視するイメージセンサには、

に成功した (ISSCC2012, IEEE-TED12[8]))。

巡回型 A/D 変換器がカラム型 A/D 変換器として最も
適していると考え、カラムに組み込むことができるコン
パクトな巡回型 A/D 変換器を考案した ( 図 3 の中に典
型的な回路を示す。)。2003 年にその基本特許を出願し
日本、米国、欧州、韓国で成立した (USP08 [2])。この
巡回型 A/D 変換器によって、撮像された信号を高速か
つ高画質 ( 低ノイズ、高階調、広ダイナミックレンジ )
で読みだすことができるようになった。カラム型で初め
て 12 ビット分解能を達成することに成功し (ISSCC2005,
IEEE-JSSC05[3])、その後、13 ビット (ISSCC2009, IEEETED09[4])、14 ビット (ISSCC2008)、さらにノイズ低減機
能を組み込んだ折り返し積分 A/D 変換と巡回型を連続

図 4 8K CMOS イメージセンサ

して行う方式では最高で 19 ビット (ISSCC2011, IEEEJSSC11[5]) が得られることを実証した。巡回型は、シン
グルスロープ、逐次比較とともに、イメージセンサ用
カラム A/D 変換器の一方式として認められてきている
(ISSCC_Forum2[7])。
この巡回型カラム A/D 変換器は、分解能が高く高速
であることから、高画質が求められる高精細度カメラに
適している。NHK 放送技術研究所が開発を進めている
8K スーパーハイビジョン (8K) 放送用イメージセンサに
我々が保有する巡回型カラム A/D 変換器の技術を応用
するための NHK との共同研究 ( 実際の設計開発には、
ブルックマンテクノロジ社も参加 ) を、2009 年頃から開

図 5 8K 放送用カメラ (NHK 放送技術研究所提供 )
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図 4 は、開発した最新の 8K イメージセンサのチップ、

は、製造技術、デバイス、回路、信号処理、システム等

図 5 は、本センサを搭載した 8K 放送用カメラである。

様々な要因で決定され、その種類も数十とある。イメー

8K カメラによる画像の例を図 6 に示す。画像の中の一

ジセンサの性能を大きく支配するノイズの問題に関し、

部を抜き出しても、なお十分な解像度が得られる。スー

2000 年頃から 1 つの重要課題として研究を始めた。当

パーハイビジョンの時代には、テレビジョンの映像の楽

時、CMOS イメージセンサにおいて埋め込みフォトダ

しみ方が多様化し、例えば大画面で全体を見ながら、視

イオードの応用が進みつつあり、そのピクセルの特性を

聴者がオンデマンドで選択した部分画像を拡大して楽し

生かしながら低ノイズのイメージセンサを実現するため

むといったことが当たり前になる。このような利用の

には、カラムにゲイン可変のアンプを並べて増幅するの

仕方は、カメラの高精細化に新しい価値をもたらすこ

が有効であると着想し、そのノイズの解析を始めた。ま

とになり、8K イメージセンサは、放送用等にとどまら

たその方式をソニーの技術者が興味を示し、ソニーと

ず、あらゆる分野で利用されることになるであろう。本

の共同研究が開始した。2003 年、埋め込みフォトダイ

フルスペック 8K(33M 画素 ,120fps) イメージセンサの開

オードによるアクティブピクセル＋カラムプログラマブ

発 (IEEE-TED12[7]) により、NHK 放送技術研究所、ブ

ルゲインアンプ (PGA) という、現在の低ノイズイメー

ルックマンテクノロジの共著者と共に、2013 年 Walter

ジセンサの典型的構成として初となる低ノイズ CMOS

Kosonocky Award（学術誌等に掲載された過去 2 年間

イメージセンサの開発に成功した (ISSCC2003, IEEE-

のイメージセンサの発表論文の中で最優秀の論文に対し

JSSC03[9])。また、PGA 内のリセットノイズキャンセル

て贈られる。）等を受賞した。

を含む低ノイズイメージセンサのノイズ解析を行った
が、その論文 (IEEE-TED04[10]) は、同分野の研究者・
技術者に少なからず影響を与えている (IEEE-TED04[10]
の引用数 , WoS:55 件 , GS:91 件 , ISSCC_Forum1[6])。
国立大学の法人化後、文部科学省による大学改革のた
めの施策として、21 世紀 COE(Center of excellence) プ
ログラムが始まり、その拠点に採択されなければ、国立
大学は生き残れないとまで言われ、多くの教員が採択の
ために多大な時間を費やしてトライした。関係した多く
の教員の努力により、2004 年度の 21 世紀 COE に採択
され、「ナノビジョンサイエンスの拠点創成」がスター
トした。その中で担当した拠点創成の目標として取り
上げたのが光子 1 つ 1 つを区別して撮像 ( フォトンカウ
ンティング ) できる超高感度 ( 極低ノイズ ) 性能と、直
射太陽光までをカバーする極端明暗撮像である。CMOS
イメージセンサの低ノイズ化を進めることで、ある条
件を満たすと高精度な量子化器 (A/D 変換器 ) と組み
合わせてフォトンカウンティング ( 正確には、光電子
カウンティング ) が行える条件を導き ( 図 7)、1 万回積

図 6 8K カメラによる撮像例 ( 部分拡大しても十分に高
い解像度を持つ )

算しても、ノイズの増加がない条件として、0.1 電子の
ノイズレベルが必要という結論を得た (SPIE_EI03[11],
BOOK2012[12])。
フォトンカウンティング撮像を実現するための研究

４．感度を究める：ノイズ低減・単一光子検出・広ダイ

を進める中で、読みだし回路のノイズを最も抑えるこ

ナミックレンジ撮像
暗いところでもきれいに絵が撮れる、つまり高感度

とができる信号処理方法として相関多重サンプリン

化は、いつの時代もイメージセンサにとって最も大事

グ (CMS: Correlated multiple sampling) の 着 想 を 得 て

な特性である。感度を決めるのは、量子効率とノイズ

(IISW07[13])、特に極低ノイズの領域で支配的成分とな

である。量子効率、すなわち、半導体に入った光子数に

るトランジスタの 1/f ノイズが、一般に広く用いられる

対する信号電子数の比は、センサの製造技術とピクセル

相関 2 重サンプリングよりも効果的に低減できることを

の光電変換デバイスの構造によって決まる。一方ノイズ

解析的に明らかにした (IEICE-ELEX05[14])。また、こ
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れを採用した低ノイズ 100 万画素 CMOS イメージセン

た。図 8 は、試作したセンサの 1 ピクセルに着目し、単

サを開発し、1 電子を下回るノイズレベルが達成でき

位観測時間内に平均約 2 フォトンを受けたときの信号レ

ることを実証することができた。また CMS 処理を行う

ベルのカウント数の分布であり、ポアソン統計に従った

積分回路に 1bit 信号による負帰還を設けた回路によっ

フォトンに由来するクリアな信号のピークが観測され

て A/D 変換機能を持たせることで、1 電子相当のノイ

ている (IEEE-EDL15[15])。最近、低ノイズの CMOS イ

ズレベルと 4 桁 (80dB) を超えるダイナミックレンジを

メージセンサの報告が相次いでいるが、0.27 電子という

両立した超高感度 CMOS イメージセンサを開発した

極低ノイズで実際に画像を取得したのは、筆者らのセ

(ISSCC2011, IEEE-JSSC12[5])。この技術を採用した超高

ンサが初めてである。現在、0.1 電子の実現の可能性の

感度 CMOS イメージセンサは、現在ベンチャー企業、

ある超高感度ディテクタの試作を進めている。21 世紀

ブルックマンテクノロジ社で製品化されている ( 後述 )。

COE プログラムで夢として描いたことがいま現実にな

フォトンカウンティング撮像に向けたもう１つの課題

ろうとしている。

は、極微小なキャパシタンスによる超高感度チャージ
ディテクタの実現である。つまり 1 電子を如何に高い電

５．時間分解能を究める：ロックインイメージセンサ
光を応用した時間分解計測には、光の高速性から極め

圧に変換できるかにかかっている。最近、

て高い時間分解能が必要であり、またその結果として、
単位の計測は、多くの場合単一光子を対象とすることが
必要となる。従来、このような計測には、光電子増倍管
やストリークカメラ等が用いられてきたが、最近、多数
の検出素子を集積化できる特徴から、半導体中で単一光
子の検出を行う SPAD(Single photon avalanche diode)
や電界制御で単一光電子の転送制御を行うロックイン
ピクセルイメージセンサ ( 以下、ロックインイメージセ
ンサと称する ) が注目されている (IEEE_Sensors09[16])。
筆者らは、ロックインイメージセンサとして、最近独
自のピクセル構造を提案した (IISW13[17])。図 9 は、ラ
テラル電界制御電荷変調素子 (LEFM; lateral electric
field modulator) と呼ぶ、新しいロックインピクセルの

図 7 ノイズ電子数と量子化前後のノイズパワー比

基本構造を示す。従来のイメージセンサにおける電子の
移動は、MOS ゲート下のチャネルを経由して行われる
が、LEFM では空乏化したダイオードをチャネルとし、
キャリアを移動させる方向と直交する方向から、チャネ
ルと平行に配置したゲートによる電界 ( フリンジング電
界 ) によってチャネル内の電位分布を変化させる。この
ような方法により、キャリアを常に、埋め込みフォトダ
イオード構造内のバルク中を走行させることができ、高
速移動が可能になると共に、酸化膜との界面を走行しな
いため、界面トラップの影響を受けず、信号電子のロス
がない。このように検出した光電子を高速に 1 次元また
図8

超高感度極低ノイズイメージセンサを用いたフォ

は 2 次元的に移動させるデバイス構造をピクセル内に組
み込んで、変調光源と同期して動作するロックインイ

トンカウンティング

メージセンサが実現できる。その 1 つの有用な応用は、
最近、チャージディテクタの寄生容量を低減し、かつ電

光飛行時間 (TOF:time of flight) を用いた距離画像セン

源線などからのノイズを拾わない超高感度ディテクタの

サである。

着想を得て、上記 CMS 読出し回路を組み合わせた実験

LEFM は、マルチタップの電界変調素子を作りやす

的イメージセンサを実際に試作し、実効値で 0.27 電子

いので機能性の高いピクセルが構成できる。図 9 の基本

という極めて低ノイズの撮像 (35 × 512 画素 ) を実現し

構造に基づく 3 タップ及び 4 タップの電荷変調素子を用
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いたロックインピクセルによる TOF 距離画像センサを
実現している (ISSCC14_1, IEEE_JEDS15[17])。図 10 は、
ジェスチャー認識・ウェアラブル機器用として開発した
TOF 距離画像センサにより取得した “ 動く手 ” に対す
る距離画像である。3 タップの電荷変調素子により、背
景光のキャンセル処理を、高速かつ周期的に行うことが
でき、動きの大きい被写体に対する歪の少ない計測が可
能となる。図 10 に示す通り、3 タップによるピクセル
内背景光キャンセルを用いると動く手を歪みなく取得で
き、ジェスチャー認識に最適である。TOF センサによっ
て、高い距離分解能を得ることは、極めて高い時間分解
能を必要とし、従来高々ミリメータオーダの距離分解能
しか実現されていなかった。我々は、図 9 の構造から、
さらに構造を簡素化し、DOM(Draining only modulator:
排出制御型電荷変調素子 ) と呼ぶエレメントを画素内ア
レイ化して光パルスに対する高速応答を実現し、初めて

図 10 ジェスチャー認識用 TOF 距離画像ンサによる画

サブミリメータの分解能をもつ TOF 距離画像センサを

像 ( 動き歪に強い )

開発した (ISSCC14, OptEx14[18])。図 11 は、1mm の段
差をもつ対象物の 3 次元像の計測結果である。現状、最
も良い条件で 200μm の分解能 ( 時間分解能は 1.3ps) を
得ている。

図 11 3D スキャナ用 TOF センサによるサブミリ分解
能の実証
ロックインピクセルイメージセンサは、高い時間分解
能を必要とする様々な科学計測に応用することができ
る。特に、医療・ライフサイエンス分野での多くの応用
が期待されている。課題は、極微弱光である細胞や生体
組織からの光 ( 主に蛍光 ) に対して高い時間分解能で計
測することである。図 12 は、我々が開発した LEFM を
用いたロックインピクセルイメージセンサとその応用を
示している。微弱光に対する時間分解計測では、ピクセ
ル内に電荷転送可能なストレージを設け、True-CDS と
呼ばれるノイズキャンセル処理により、低ノイズで信号
図9

ラテラル電界制御電荷変調素子 ( 断面構造 : 上と

実際の平面構造：下 )

を読みだす構造 ( 図 9 の右図 ) とする必要があるが、図
9 に示したピクセル構造で実現に成功した。自己応答時
定数 180ps であり、70ps のレーザの直接光に対して測っ
た時間分解能は約 10ps、読みだしノイズも 1.7 電子の低
ノイズ性能が得られ、広範な時間分解計測に応用できる
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図 12 時間分解イメージセンサと応用 ( 蛍光寿命 (FLIM), 近赤外分光 (NIRS))
ロックインピクセルイメージセンサ (256x512 画素 ) が

いなかった。我々は、これをチャンスと捉えて、CMOS

実 現 さ れ た (ISSCC15_1, IEEE-JSSC15[19])。 図 12 に 示

の埋め込みフォトダイオードの構造を利用して、2 段転

した通り、細胞に対するナノ秒オーダの蛍光寿命、近赤

送機構を画素内に構築し、True-CDS 動作により低ノイ

外分光 (NIRS:Near infrared spectroscopy) における時間

ズを測ったグローバルシャッタ (LNGS) の開発に初めて

分解計測の応用可能性がある。これらは、細胞内の自家

成功した (ISSCC10,IEEE-TED11[21])。本 LNGS 技術は、

蛍光の寿命変化を用いたガンの検出 ( 内視鏡や手術への

ブルックマンテクノロジ社に技術移転され、超高速高感

応用 )、ヘモグロビンの近赤外吸収・散乱を用いた脳活

度イメージセンサとして開発・商品化されている。

動のイメージングデバイスとして応用可能であり、前

次世代の自動車向け通信技術として、豊田中央研究所か

者は科学研究費・基盤研究 (S), 後者は MEXT/JST COI

らの共同研究の要請を受け、自由空間で車車間・路車間

STREAM 事業において現在開発を行っている。

で光により通信を行うためのレシーバの開発を行った。
光源の追跡と高速光通信が行える機構を組み込んだ専
用のイメージセンサを開発し、100m クラスの長距離で

6. 新機能と計算撮像 : 強化された研究体制
イメージセンサの CMOS 化は、イメージセンサのピ

20Mbps 以上の通信速度を実証し、車載実験にも成功し

クセルに新機能を付加する、あるいはイメージングシス

た (ISSCC10_2, IEEE-PJ13[22], IEEE-CM14[23])。

テムとの一体設計や情報処理系との融合的集積化といっ

光学、情報処理、デバイスを融合的に組み合わせて新し

たことが可能となり、この分野や関連分野の研究者に多

いイメージングシステムを実現する研究を行なっていた

大な研究のチャンスを与えた。紙面の都合で詳細は割愛

香川景一郎博士が、2010 年 4 月に電子工学研究所に赴任、

するが、このような観点での研究について、代表的なも

イメージングデバイス分野に参加し、新機能のイメージ

のを紹介する。

センサとその応用システム関連の研究体制が強化され

CMOS イメージセンサにおける低ノイズグローバル

た。撮像面ピンホール効果を用いた共焦点撮像機能をも

シャッタの実現は、高速度カメラや FA 等の分野で以前

つセンサ (OptEx13[24])、マルチアパーチャ撮像により

から必要性が叫ばれていたが、大手企業にとっての市場

RTS ノイズ低減を図る超高感度カメラ (Sensors13[25])、

性が見えないことから比較的最近までその開発が進んで

マルチアパーチャ撮像と圧縮センシングによるシング

－ 215 －

ルショット超高速撮像デバイス等 (ISSCC15_2) など、イ

に ISSCC で発表されたイメージセンサに関する論文の

メージングシステムへの研究の広がりを豊かにする優れ

機関別発表件数を示している (3 編以上発表した機関 )。

た成果を上げている。また、LNGS の研究により博士の

静岡大学は、発表件数で第 1 位である。日本からの発表

学位を所得した安富啓太博士、高感度広ダイナミックレ

数は、全体の約 5 割を占めており、日本は、イメージセ

ンジ撮像デバイスの研究により博士の学位を所得した徐

ンサの研究開発では最も活発であるといえる。図 14 は、

珉雄博士が、それぞれ電子工学研究所の助教及び特任助

本研究室から 1997 年以降に発表した ISSCC 発表論文を

教に着任し、TOF 距離画像センサやライフサイエンス

示している。

応用を目的とした新機能ピクセル等についての研究課題
8. イメージセンサのベンチャー企業：（株）ブルックマ

に取り組んでいる。

ンテクノロジ
2002 年、文部科学省知的クラスター創成事業に浜松

7．ISSCC 論文数にみるイメージセンサ研究開発のアク

地区の提案 ( 浜松オプトロニクスクラスター構想 ) が採

ティビティ
ISSCC (International Solid-State Circuits

択され、筆者が提案した「高機能イメージングデバイ

Conference：国際固体回路会議 ) は、LSI 関係で最も権

ス開発」のテーマを含む 3 課題からなる事業が開始し

威のある国際会議 (IEEE 主催 ) で、最先端の LSI の性能

た。その目的は、事業の名称が意味する通り、大学で生

競争がなされることから、”LSI のオリンピック ” とも

まれた技術を核として、浜松地区に多くの企業を誘致

呼ばれ、高い完成度、世界トップの性能を、オリジナリ

し、また新しく企業を設立して、浜松にクラスター状に

ティの高い技術で達成した LSI チップに関する論文が

連なる企業群からなる新産業を興すことである。本事業

厳選されて採択される。企業からの発表が多く、ISSCC

の中核的課題を担当する研究者として、筆者にも新企業

で企業が発表すると数年後にその LSI が製品として世に

の設立についての貢献が求められた。2006 年 2 月、当

出ると言われる。世界中のプレスが注目し、企業の技術

時本事業の本部長であった石村和清氏、コーディネータ

力アピールや、製品の性能アピールの場としても利用さ

の奥村隆俊氏らの強力な指導のもとで、イメージセンサ

れる。ISSCC には、毎年ほぼ 1 セッション以上、イメー

の設計・開発・製造・販売を行う静岡大学発ベンチャー

ジセンサに関するセッションが設けられ、10 件前後の

企業、( 株 ) ブルックマン・ラボを設立した。イメージ

発表がある。著者は、半導体について学び始めた学部学

センサの受託設計を行うデザインハウスとしてスタート

生のときに ISSCC のことを知ったが、大学院生のとき

したが、2009 年からイメージセンサのファブレスベン

に自信をもって投稿した論文が Reject されたことから

チャー企業として脱皮・成長することを目的として、社

ISSCC には特別な思い入れがある。1997 年に初めて発

名も ( 株 ) ブルックマンテクノロジに変更し、イメージ

表して以来、毎年投稿のチャンスをうかがってきた。

センサの (1) 受託設計・開発、(2) カスタム製品開発、(3)
自社製品開発の 3 つを事業の柱とした。初年度、正社員
2 名でスタートし、売上は 5000 万円に満たなかったが、
設立 10 年を迎えようとしている現在、社員数、売上共
にほぼ 1 桁大きな規模になった。
現在、製品としては、超高感度 1.3M CMOS イメー
ジ セ ン サ ( 図 15), 超 高 速 高 感 度 1.3M, 2000fps CMOS
イメージセンサ ( 図 16)、超高速高感度 0.33M, 8000fps
CMOS イメージセンサを販売している。また、本年度
から、NHK 放送技術研究所の主導により共同開発され
た 33M 画素 120fps 8K-CMOS イメージセンサの同社か
らの販売が予定されている。8K スーパーハイビジョン

図 13 ISSCC(2001 年 -2015 年 ) で発表されたイメージセ

は 2018 年までに実用放送、東京オリンピックが開催さ

ンサに関する機関別発表論文数

れる 2020 年には本格普及が予定されており、同社が販
売する 8K-CMOS イメージセンサを搭載した放送用カメ

2002 年からの知的クラスター創成事業等大型プロジェ

ラで撮影した映像が世界中に中継されることになるであ

クトの実施によって採択の機会が加速し、現在まで年平

ろう。超高感度 CMOS イメージセンサの開発・製品化

均一編程度のペースを守っている。図 13 は、過去 15 年

では、公益財団法人りそな中小企業振興財団・日刊工
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図 14 1997 年から 2015 年の ISSCC で本研究室から発表された論文とチップ
業新聞主催のよる第 24 回中小企業優秀新技術・製品賞
「中小企業庁長官賞」( 応募 441 件から 1 件選定 , 2012
年度 )、映像情報メディア学会 進歩開発賞 (2014 年度 )、
また科学技術振興機構の第 1 回大学発ベンチャー企業表
彰 (2014 年度 ) において、同社と著者は科学技術振興機
構理事長賞を受賞している。また、文部科学省知的クラ
スター創成事業における浜松地区の取り組み「浜松オプ
トロニクスクラスター」に対しては、同地区の石村和清
事業本部長 ( 当時 ) の強力なリーダーシップのもとで積
極果敢に事業を展開し、数社のベンチャー企業設立等の
成果を上げたことが認められ、石村事業本部長 ( 当時 )、
寺川進浜松医科大学教授 ( 当時、現同大学名誉教授 ) と
著者は、平成 18 年度産学官連携功労者表彰「文部科学
大臣賞」を受賞した。多くの応援を頂いており、今後、
日本の産業や科学技術に、より影響力もつテクノロジベ
ンチャーへとさらに発展させる責任を感じている。
図 15 超高感度 1.3M CMOS イメージセンサ
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大学の研究成果の実用化を目的として、多く企業との
共同研究を実施させていただきました。以下、名称を列
記し ( 成果の対外発表を行っていない企業は一部除く )、
謝意を表します。
：パナソニック ( 株 )、ソニー ( 株 )、(株 )
東芝、( 株 )STARC、シャープ ( 株 )、ヤマハ ( 株 )、浜
松ホトニクス（株）、ＮＴＮ（株）、アズビル ( 株 )、( 株 )
フォトロン、( 株 ) 豊田中央研究所、( 株 ) 本田技術研究
所、( 株 ) デンソー、( 株 ) アクセル、三栄ハイテックス
( 株 )、ノブオ電子 ( 株 )、パナソニック電工 ( 株 )、( 株 )
パナソニックシステムネットワークス開発研究所、アツ
ミ電氣 ( 株 )、( 有 ) パパラボ、パルステック工業（株）、
( 株 ) エクオスリサーチ、ヤマハ発動機 ( 株 )、( 株 ) タム
ロン、マツダ ( 株 ) ( 順不同、ほぼ実施順 )。
NHK 放送技術研究所とは、8K スーパーハイビジョン
イメージセンサの共同研究などを通して、緊密な研究交
流をさせて頂き、同所の卓越した研究企画力・推進力に
触れ、多くのことを学びました。また多くの共同研究成
果を出すことができました。歴代の研究所長様、菅原正
幸元研究所副所長様、島本洋上級研究員様はじめ、共同
研究でお世話になった皆様にこころから感謝申し上げま
図 16 1.3M 2000fps CMOS イメージセンサ

す。

9. 謝辞

ンテクノロジの起業と現在までの発展は、当時㈶浜松テ

イメージセンサのベンチャー企業、（株）ブルックマ
ここで述べた成果の多くは、文部科学省知的クラス

クノポリス推進機構理事長で知的クラスター創成事業の

ター創成事業第 I 期 (2002 年度～ 2006 年度 )、第 II 期

本部長 ( 元ヤマハ ( 株 ) 代表取締役 ) であられた石村和清

(2007 年度～ 2011 年度 ) の補助によってなされたもので

氏、同コーディネータ ( 元ヤマハ ( 株 ) 取締役 ) の奥村隆

あります。また本事業の成果によって大学発ベンチャー

俊氏、同社の初代社長を務めて頂いた松山武氏 ( 元ヤマ

企業を設立することができました。本事業を実施するに

ハ ( 株 )、元エル・アンド・エイチ・ジャパン ( 株 ) 代表

あたり、ご支援頂いた国及び文部科学省の関係各位、静

取締役 ) の強いご意志と指導力がなければ成しえなかっ

岡県、浜松市の関係各位に深く感謝します。また、その

たことであります。また、同社代表取締役社長の青山聡

事業の成果を実用化するにあたり、科学技術振興機構

氏はじめ、同社社員の諸氏には、同社のベンチャー精神

(JST) からの多くのご援助を頂きました。特に、低ノイ

に賛同いただき、現在までの発展に直接多大な貢献を頂

ズグローバルシャッタ (LNGS) の基礎開発は、知的クラ

きました。この機会をお借りして、同社の関係者の皆様

スター創成事業に基づき、また LNGS を用いた超高速

に感謝申し上げます。

高感度イメージセンサの開発は、JST 研究成果最適展開

筆者の電子工学研究所への赴任以降の歴代所長であられ

支援プログラム (A-STEP) の補助金により行われ、製品

る熊川征司名誉教授、故渡辺健蔵名誉教授、福田安生名

化に成功しました。感謝申し上げます。

誉教授、三村秀典教授 ( 現所長 ) には、筆者からの度々

基礎的段階の研究では、以下の科学研究費補助金の助

のご無理なお願いを聞き入れて頂き、研究室の運営・発

成をいただきました：基盤研究 (B), No. 11450141(1999-

展のためにご支援いただきました。改めまして感謝申し

2000 年 度 ), 13450140(2001-2003 年 度 ), 特 定 領 域 研

上げます。また、畑中義式名誉教授、田部道晴教授に

究 , No. 13023204 (2001-2002 年 度 ), 基 盤 研 究 (A), No.

は、赴任間もない頃の不安定な時期から個人的に相談に

16206035(2004-2006 年 度 ), No. 19206040 (2007-2009 年

乗って頂き、多くの有益なアドバイスを頂きました。両

度 ), No. 22246049 (2010-2012 年 度 ), 基 盤 研 究 (S), No.

先生のお人柄と優れた研究者としての姿勢に接し、研究

25220905 (2013-2017 年 度： 実 施 中 ), 新 学 術 領 域 研 究 ,

者・教育者として多くのことを学ばせて頂いたことを銘

No. 25109003 (2013-2017 年度 : 実施中 )。感謝申し上げ

記し、こころから感謝申し上げます。
ここで述べた成果は、研究室 ( イメージングデバイス

ます。
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分野 ) のスタッフ・学生の皆さんによる研究成果です。

し、今後は自身の身の丈を顧みず、将来の全く新しいテ

優れた成果を出し、研究室の発展を支えて頂いた教員

レビジョンに通ずる技術の研究に挑戦することが筆者の

( 香川景一郎准教授、安富啓太助教、徐珉雄特任助教、
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ビジョンインテグレーション三村・根尾研究
室の研究

なしには研究室は成り立たなかったと深く感謝していま
す。最後に研究所内外の方々に非常にお世話になりまし
た。ここに厚くお礼を申し上げます。

ナノビジョン研究部門教授

三

村

秀

典

ナノビジョン研究部門准教授

根

尾

陽一郎

電子工学研究所にやって来て三年半
平成 15 年に静岡大学電子工学研究所に赴任して、12
年が経過しました。学会における我々のミッションは、

ナノヴィジョン研究部門准教授

香

川

景一郎

半導体プロセス技術を用いて、半導体デバイスではまだ
実現が難しい、高出力、高周波数かつ耐環境性に優れた

7 月末に電子工学研究所創設 50 周年を記念した寄稿

光・電子デバイス実現することです。そのため、真空ナ

を依頼されたが，何を書こうか迷っているうちに秋の学

ノエレクトロニクスと言う分野を開拓し、また日本では

会シーズンが嵐のように過ぎ去り，うやむやのうちに衆

極めて少数になってしまった真空電子の学理の継承と発

議院が解散して 11 月末が迫り，いよいよ切羽詰まって

展を行っています。静岡大学では、平成 16 年に 21 世紀

来た．僕が電子工学研究所に来てまだ 3 年半だが，色々

COE(Center of Excellence)「ナノビジジョンサイエンス

なことがあった．研究所の名前を変えようという動き

の拠点創成」を獲得し、拠点リーダとなったため、電子

を目の当たりにしたり，改組で本務が工学部になった

工学研究所の伝統であるイメージングと真空電子の融合

り，研究ができるということ以外大学に魅力を感じてい

分野を研究テーマとして設定し、共振器を内蔵した電子

ない僕にとっては望ましくない変化だった．大学時代に

ビーム用蛍光体、静電レンズを一体形成した多段ゲート

は古典光学の応用で学位をとり，助手になってからは見

型微小電子源、表面プラズモン共鳴を用いた光カソート

様見真似でイメージセンサのようなものを作り，イメー

などの研究開発を行うとともに、超高解像度・低消費電

ジセンサを離れてから暫く画像処理を齧り，気がつい

力 FED（Field Emission Display）、将来の３D ディス

たらまたイメージセンサ開発に関わるようになってい

プレイであるホログラムディスプレイ、真空紫外光源、

た．人に指図されることが何より嫌いで，人間よりも人

テラヘルツ電子管、超小型電子顕微鏡やマルチビーム電

間が生み出したものに興味がある．想像力が無いとは思

子線リソグラフィなどの開発研究を行ってきました。残

わないが褒められた記憶もないので，無から有を作ると

念なことに、FED は価格競争の点で、液晶に及ばず、

いう最も創造的な方法ではなく，他人が生み出したもの

姿を消してしまいましたが、昨今真空電子は見直されつ

をまずじっと見つめ，自分の偏った感性でその存在の個

つあります。一例をあげれば電子ビーム読み取りの撮像

性を延々と考え続け，結果的に人とは違ったものを生み

管は、固体デバイスに比べ耐環境性、特に温度と放射線

出すことが研究の手順になる．人間の個性は煩わしいだ

に耐性がある点から見直され，原子力発電所の核反応炉

けだが，研究対象の個性をあれこれ考えていると，欠点

内のモニター用としてニーズが高まっており、本研究室

もまた面白い．今のところその方法論は必ずしもうまく

においても他研究機関と共同で開発を行っています。ま

行っておらず，何やらごてごてした試行錯誤の塊を点々

た、高帯域なテラヘルツ増幅管の国家プロジェクトがス

と残している．子供のころはあまりテレビを見せてもら

タートし、我々も深く関わると共に、高出力、コヒーレ

えず，マイコンの画面を見ている時間の方が圧倒的に長

ント、波長可変、パルスおよび連続駆動等の特徴を併せ

かった．将来は中村さんや木屋さんのような名プログラ

持つテラヘルツ発振管の研究開発を行っています。これ

マーになりたいと思っていたが情報系に進むことは父に

までにない強力な遠赤外線光源の登場は医療・バイオへ

猛反対され，電子コンピュータが駄目でも光コンピュー

の応用の扉を開くものになると確信しています。また、

タならいいだろうと思い大学に進んだ．米国や欧州で

静岡大学に赴任して以来、積極的に国際交流を行い、主

大型プロジェクトが走り，実証機が次々と発表される

に東欧の大学との国際交流である interacademia コニュ

中，日本は取り残されていた．その焦燥感すら虚しいぐ

ニティ、インドネシア大学、中国、韓国、タイ等の大学

らいに，光コンピュータは実現されること無く，あれだ

と数多くの国際共同研究を行うことができました。こ

け盛り上がっていた欧米からも消え去った．楽観的で身

の 12 年間で、研究室を卒業した学生、研究員（技術員、

勝手な憶測に基づき，アイデアをぶちあげ，ごくごく初

秘書を含む）は、卒研生 10 名、修士 26 名、博士 17 名、

期的な実験をして論文発表して，終わる．全く不誠実で

研究員 4 名に達し、現在卒研生 3 名、修士 1 名、博士 3

汚いやり方が横行していたし，そういうことはどこの分

名、研究員 2 名が在籍しています。彼らまた彼女らの力

野でもあるのだろう．一人で出来ることは限られている
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とは言え，自分の生み出すものが，そのような低い志の

ねましたが、非弾性散乱距離の短い Si にとって電子波

産物であって欲しくはなかった．しかし研究はいつも苦

干渉効果の利用は得策でないとして、電荷の量子性を利

しみの中にあり，ごく稀にある閃きや，小さな達成感を

用した単電子トンネルデバイスの開発に研究リソースを

吸って息を繋ぎ，視界の歪んだ水中でもがいている．さ

集中させることとしました。3 年ほどの準備期間を経て、

んざん手垢のついた素材を組合せているはずなのに，も

世界で初めてシリコン単電子トランジスタを試作し、当

がいた末一瞬のチャンスに水面から頭を出した時，自分

初は予想しなかったパターン依存酸化効果と局所応力効

の作ったものが無垢から削り出した継ぎ目のない単一の

果が合わさって、室温での動作を観測することができま

存在ように感じる．もちろんそれは自己満足が生み出す

した。その成果は、デバイス試作の先頭に立った高橋庸

幻影に過ぎないのだが，それでもただの概念や方法がプ

夫氏（現北大教授）はじめ多くの仲間が一丸となって達

ロトタイピングにより肉体と個性をもち，人間以上に人

成したもので、たくさんの新聞報道と共に Electronics

間臭いものに感じられることがある．もし自分の分身で

Letters に 1995 年に掲載され、国際会議 IEDM 抄録の

ある研究が他人の姿に見えたとすれば，あるいは何者も

引用と合わせるとこれまでに 300 回を超える引用がなさ

見えなかったとすれば，何も形あるものを生み出せなく

れました。個人としても、グループとしても誇らしい成

なったとすれば，それは自分の全てが消滅したのと同じ
ことである．電子工学研究所創立 50 年，これからも研

果となりました。
［静大着任後（1994~ 現在）］
この成果が論文として出版される直前に私にとって

究者と研究を生かし育てる場所であり続けて欲しい．

思ってもみない人生の転機が訪れ、1994 年 9 月に NTT
を離れて本学電子工学研究所に奉職する機会を得まし

シリコンナノデバイスの研究とともに
－電子工学研究所で過ごした 21 年－

た。NTT では 40 歳台から外部に転出するのが通例でし
たから、自由な研究をしたくて転出するなら大学へと強
く希望していた私としては、伝統ある本学電子工学研究

極限デバイス研究部門教授

田

部

道

晴

所への転籍はこれ以上望めないほどの慶事でした。
着任後の 5 年間は研究室をゼロから立ち上げることに

1994 年（平成 6 年）9 月に NTT LSI 研究所から電子

力を注ぎました。それまでの NTT での恵まれた研究環

工学研究所に着任して 21 年の歳月が流れました。この

境と思い切りよく決別して、当面成果が出ないことは覚

間、研究仲間に恵まれ、変わることなくシリコンナノデ

悟して将来に向けての研究テーマを探る努力をしまし

バイスの研究を行ってきました。本稿では、これまでの

た。特に最初の 2 年間は学生もひとりだけで研究費も乏

研究の経緯について述べるとともに、付記としてそれを

しく苦しい時期でしたが、研究テーマやその進め方につ

支えてくれた博士課程の国際化プログラムについて簡単

いて自由を手に入れたことを実感しました。同時に、自

に記します。

身の裸の実力が試されることに多少の畏れもありまし
た。

［静大着任まで（~1994）］
NTT 時代（1975~1994）は、Si（シリコン）集積回

考え抜いた末に新たに掲げた研究テーマは、「ランダ

路、特にその時代時代の最先端トランジスタのプロセス

ム量子ドット系新機能デバイス」という、ゴールの遠

研究に関わってきました。この期間は、日本が官民一体

い、しかもほとんど研究例のないものでした。私の筋書

となって集積回路技術を発展させた時期で、NTT（当

きでは、ゴールに到達するためには長い手順を必要とし

時は電電公社）は技術を牽引する公的機関として一定の

ました。まず、薄い Si 層を加工して、Nano LOCOS と

役割を果たしたと思います。そのような実用重視の気風

名付けた独自の Si プロセスを開発し、そのあと他の技

の中にあって、物理志向の強い私は幸いにも Si 分子線

術と組み合わせて量子ドット列を形成しトランジスタの

エピタキシャル成長、Si の原子レベルの酸化過程の研

形にして、さらにそこから新しい機能を発現させるとい

究など比較的基礎的な研究に携わることができました。

うものです。しかし、詳細は省きますが、外部の研究機

しかし、次第に顕在化してきた集積回路技術の飽和傾向

関に頼ることなくすべて電子工学研究所の中で完結でき

とともに、組織としても先を見越した Si ナノデバイス

ると踏みました。特に、電子工学研究所の 2 階にあるク

の研究を行うこととなり、1990 年頃、少人数のグルー

リーンルーム施設（故安藤隆男先生、畑中義式先生によ

プを任されました。次代を担う Si ナノデバイスとして

る設置）の存在が研究の拠り所となりました。そして、

どのような動作原理に焦点を当てて研究を進めるべき

この Nano LOCOS プロセスの開発は、静大着任後のは

か、先行している化合物半導体をモデルとして検討を重

じめての成果となり、Applied Physics Letters に掲載
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されました（1996 年）。静大に移って 2 年後のことです。

折 し も 2005 年 秋 に、 ボ ス ト ン で MRS（Materials

著者は、私自身とたったひとりの学生であった山本武司

Research Society）-Meeting という大規模な国際会議が

君でした。

あり、私はシンポジウムオーガナイザとして当時 NTT

それから、この Nano LOCOS プロセスをデバイスの

基礎研の小野行徳さん（現在、富山大学教授）に招待講

形にするまでにさらに 7 年の歳月を要しました。この

演をお願いしました。そうしてその内容は、私にとって

間、1998 年に北大から石川靖彦さん（現在、東大准教

その後の研究を左右するほどの大きな刺激となりまし

授）が助手として、また同時に技術職員水野武志さんが

た。小野さんは、講演の中で、Si 中のドーパント原子は

加わってくれて、一遍に戦力が充実しました。クリーン

自然界が与えてくれた絶妙な量子ドットであって、ポテ

ルーム施設の管理運営も水野さんが継続して実質責任者

ンシャルの大きさや深さが完全に揃っている、と述べ、

で、退職された安藤先生から引き継いで私が監督する形

さらにこれは将来トンネルデバイスに利用できるとの期

となりました。石川さんは、私が当初から計画しながら

待を述べました。Si 中のリンドナーを使った量子コン

実行に移せなかった「低温プローバーと一体化したフォ

ピュータの提案は、すでに 1998 年に B. E. Kane によっ

トン照射実験系」をゼロから立ち上げてくれて、その後

て NATURE に報告されていましたが、小野さんの講演

の光実験は、すべてこの系で実施しました。少し遅れ

はより現実的なデバイスに関するもので趣が異なってい

て 2002 年に名古屋大学から池田浩也さん（現在、静大

ます。私はその慧眼に感心するとともに、この「原子デ

准教授）が助教授として加わってくれて、単電子トンネ

バイスの研究」は奥行きがあって将来に向かって必ず広

リングのシミュレーションが充実するなど研究体制が一

がっていくと確信し、ドーパント原子デバイスの研究を

層引き締まりました。池田さんは、やがて自身の目標で

進めたいと心に決めました。しかし、二番煎じの研究構

あったエネルギーデバイス（熱電素子）の研究を本格化

想にならないように、独自の構想を盛り込まねばならな

させ、独自に研究室を運営しています。ところで、私が

いと考えをめぐらし、研究室で蓄積しつつあったランダ

指導した最初の留学生は、インドネシアの学生でラト

ム系のモンテカルロシミュレーションの結果を基礎に、

ノ・ヌルヤディさんです。ラトノさんは、修士課程から

「ランダムドーパント系での単電子転送」を掲げること

私の研究室に入って、その後、博士課程、ポスドク、助

としました。ドーパント原子 1 個を介したトンネル特

手と進んだあとに帰国し、現在は、「インドネシア技術

性は、残念ながら日本勢より一足早く 2006 年にデルフ

評価応用庁上席研究員」であるとともに、インドネシア

ト工科大学（オランダ）のグループが Physical Review

大学電気工学科の非常勤講師も兼任していて、本学とイ

Letters に初めて報告し、先を越されてしまいましたが、

ンドネシア大学との研究交流に橋渡しの役目を果たして

これが起点となってドーパント原子デバイス研究の流れ

くれています。ラトノさんの博士課程での奮闘で、単電

が始まりました。
この報告とほぼ同時期に私たちもドーパント原子デバ

子トランジスタの動作がやっと 2003 年に IEEE Trans.
Nanotechnology に掲載されるに至りました。これは、

イスの研究を開始し、最初の成果は、ルーマニアから

着任当初からの構想に始まり、デバイス作製、特性解析

の博士課程学生であったダニエル・モラルさん（現在、

にいたるすべてを電子工学研究所で行った念願の成果

静大准教授）が進めてくれた単電子転送実験に関する

で、ようやく少し自信が出てきた時期でした。

もので、小野さん（当時 NTT）の協力も得て 2007 年、

この成果と相前後して、単電子トランジスタによる

Physical Review B に掲載されました。これが、私たち

フォトンの検出や、極薄 Si 層を利用した共鳴トンネル

のドーパント原子デバイス研究の先駆けとなり、その後

ダイオード、不規則性多重トンネル接合における単電子

現在までの 8 年間、一貫してこのテーマで研究を進めて

転送などで論文実績を積み上げることができました。科

きました。ダニエル・モラルさんは、その後、ポスドク、

研費で一度目の基盤研究（S）を獲得できたのもこの時

特任助教、准教授として研究室を引っ張ってくれていま

期でした。国際的に見て、ある程度の優位性、独自性が

す。また、ポーランド、インドネシア、マレーシア、イ

評価されたのだろうと思います。しかし、次第に大きな

ンドからの 9 名の外国人博士課程学生・ポスドク研究者

壁を感じるようになります。これは研究者としての直感

が中心となって活躍してくれました。2011 年度には幸

のようなもので論理的な説明は難しいのですが、この多

運にも二度目の基盤研究（S）を獲得でき、2015 年度ま

重量子ドットを基盤とした研究テーマでは 10 年後の展

での 5 年間の研究費が確保できました。さらに、2012

望が開けないという危機感を持つようになりました。そ

年度にはドーパント原子デバイスの研究で文部科学大臣

して、このままの路線で行くと、やがて国際的レベルで

表彰（科学技術賞研究部門）を受ける栄誉にも浴しまし

通用しなくなるという危惧が日増しに強くなりました。

た。しかし、研究は奥が深く、特に、手ごわい論文査読
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者とのやり取りを通して、自分たちの研究の不完全さを

どうしても獲得したいプログラムです。一見地味ですが

痛感させられます。質の高い論文誌に投稿すると査読者

実利が大きく、各大学とも専攻単位で必死に獲得しよう

のレベルも高く、しばしば容赦ない批判に出くわします

とするので申請数も多く、最近では採択率は 1 割前後の

が、核心をついていることが多く、この手厳しさが私

激戦です。

たちにとって希少な教師の役割を果たしてくれていま

この制度は、当初は 2000 年頃から大々的なアナウン

す。最近数年間に掲載にこぎつけた我が研究室の論文の

スもなく始まったようで、主要な大学では知れ渡ってい

うち、特に、「ドーパント原子トランジスタ」
（Physical

たようですが、本学ではほとんど周知されていませんで

Review Letters (2010)）,「ドーパントトランジスタの高

した。本学で博士課程のもつ重みが小さかったことも一

温動作」（Physical Review B (2013)）,「ドーパントクラ

因かもしれません。創造科学技術大学院の前身の電子科

スタを用いたトランジスタ」
（Scientific Reports (2014)）
、

学研究科の時代に科長の神藤正士先生が、この情報を

「ドーパント原子ポテンシャルの KFM 観測」（Applied

2002 年ころに初めてキャッチされて、ことの重要性を

Physics Letters (2008, 2011, 2013)）、「フォトンの検出」

強く意識されて危機感を持たれ、文科省に何度も足を運

（Applied Physics Letters (2011)） な ど 主 要 な 論 文 は、

ばれてついに申請を受け付けてもらうことができ、2003

いずれも依然として不十分な点がありますが、査読者の

年に採択にこぎつけました。優先配置の数は、毎年 3 名

批判に応えて改訂を重ねて出版に至ったものが大方であ

という少人数でしたが、ひとりの国費留学生に対して 3

り、全力を出し切った充足感があります。

年間の奨学金が付き、しかも毎年新たに 3 名を新規に採

以上、述べましたように、これまで、諸先輩、同僚、学

用できるわけですから、累積していくと大きな予算規模

生諸君など多くの方々に支えられて研究に専念すること

となります。これは、その後文科省で「国費留学生優先

ができました。また、電子工学研究所の大事なかじ取り

配置特別プログラム」として主要な公募型事業のひとつ

をしてくださった歴代の所長先生方、博士課程大学院の

となっていきます。我々も、その後、本プログラムが

国際化を推し進めていただいた科長・大学院長の先生方

公募されるたびに申請し、創造科学技術大学院発足後、

には、ことばで表せないほどお世話になりました。お一

2006 年に優先配置数 5 名が認められ、2012 年には当時

人ずつお名前を挙げて感謝のことばを申し述べることは

の大学院長永津雅章先生のご努力で 8 名という、本学・

できませんが、皆様に深く深くお礼申し上げます。残り

対象専攻の規模からして破格の人数が認められることと

わずかな在職期間しかありませんが、本来の職務である

なりました。（対象専攻は、電子工学研究所の教員が関

研究と現役の先生方の今後に少しでもお役に立つように

与している２つの専攻に限られています。私は、このプ

国際共同研究の基盤づくりに微力を尽くして退職を迎え

ログラムのマネージメント教授という立場で永津先生を

たいと思っています。

補佐しました。）

なお、以下に、研究を支えてくれた博士課程の国際プ

このように、我々に関係が深い専攻が、順調に優先配

ログラム、および私が特に強く関わったインドネシア大

置人数を増やしながら難関を突破して継続して採択され

学との交流について簡単に付記します。

続けているのは偶然ではなく明確な理由があります。そ
れは以下の 3 つにまとめることができます。

付記 (1)：研究を支えてくれた博士課程の「国費留学生

１）中東欧協定大学（15 大学（一部除く））、インドネ

優先配置特別プログラム」

シア・インドなどのアジア協定大学（25 大学（一部除

研究活動のレベルを高めていくには、優秀な博士課程学

く））との実質を伴う研究交流、人的交流の実績が誰も

生の継続的確保がどうしても必要です。私のこれまでの

が認めるほど積み上がっていることがまず挙げられま

研究は、過半を博士課程留学生を中心とする外国人研究

す。2002 年以来開催している中東欧協定大学との国際

者が担ってくれました。これは、これまでの諸先輩をは

会議インターアカデミアはじめ、インドネシアやインド

じめとする多くの方々の努力の賜物です。その果実を、

などアジア協定大学との国際会議も毎年開催しており、

私をはじめ多くの教員が享受しています。以下、博士課

これらの活動が形だけのものでなく、他大学を圧倒する

程の「国費留学生優先配置特別プログラム」とそれに関

ほどの厚みのあるものであることが特徴となっていま

わる経緯などを簡単に記します。

す。

「国費留学生優先配置特別プログラム」は文科省の施策

２）インターアカデミア創設者でもあるおふたりの先

で、優れた国際交流の取り組みをしていると認定された

生、すなわち神藤先生とワルシャワ工科大学のヤブロン

博士課程の専攻に対して優先的に指定の人数の国費留学

スキー先生のご努力で、欧州での類似制度をヒントに博

生を認めるという、博士課程留学生を確保する意味では

士課程のダブルディグリープログラム（DDP：複数学
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位授与制度）を度重なる文科省とのやり取りを経て制度
化させ、2006 年に本学とワルシャワ工科大学との間で

付記 (2)：インドネシア大学との交流の経緯

締結にこぎつけました。そうして、同年、DDP 第一号

私とインドネシアとの接点は、1998 年（H10 年）にラ

のポーランド人学生を私が受け入れることとなりまし

トノ・ヌルヤディさんを修士課程学生として指導したこ

た。この制度は、DDP 学生が母国の大学と本学の両方

とに始まります。ラトノさんはインドネシア政府の国費

に同時に在籍することが認められるもので、協定校の指

留学生として理学部で 4 年間を過ごし、物理学科の浅野

導教員と共に DDP 学生を共同指導するというものです。

勉先生の研究室で卒業研究をした後に、大学院では工学

学位取得時は、本学と母国の大学のふたつの博士号が多

系を、と希望して私の研究室に入って修士課程を収めま

少の時間差をもって得られるという制度です。当時、日

した。その後、博士課程、日本学術振興会外国人特別研

本国内で、博士課程の DDP は、おそらく初めての例で

究員、創造科学技術大学院助手、と過ごした後、2008

あったと思われます。本学の DDP 制度は、予想を超え

年に母国に帰って、現在インドネシア技術評価応用庁上

て順調に発展し、現在、協定締結大学は 13 大学にも及

席研究員として活躍しています。

んでおり、DDP 学生として本学に入学してきた学生は

2009 年 11 月に、ラトノさんからジャカルタで開かれる

10 名を大きく超えています。これは、相手校の教員に

ナノテクノロジーの国際会議 ICAMPN での招待講演を

とってみて、自分の指導学生を静大に奪われるわけでは

頼まれ、初めてインドネシアの地を踏むこととなりまし

なく、逆に共同指導を通して共同研究を推進できて論文

た。その機会に、やはりラトノさんつながりでインドネ

も多く出すこともできる、というメリットがあるため、

シア大学電気工学科での講演も頼まれ、ジョコ・ハルタ

自然の流れで定着してきたのです。しかし、このような

ント教授と面識を得ることとなりました。ジョコ先生

実績は、上記１）の密な大学間交流が毎年のようにあっ

は、インドネシア大学電気工学科の第一期生で、工学部

てこその、教員同士の信頼関係に基づくものですので、

長や大学の評議員会議長なども歴任された国際派実力者

ぱっと思いついてまねのできることではありません。

であり、インドネシア大学にとどまらず、インドネシア

３）2004 年 に 採 択 さ れ た 文 科 省「21 世 紀 COE プ ロ

全体の科学技術発展のためには国際化を推し進めないと

グラム（拠点リーダ：三村秀典先生）」をきっかけに、

いけないという強い信念と使命感をもっておられる方で

2005 年から始まった博士課程留学生を中心とした毎週

した。ふたりの間で共鳴できる点が多く、その後、とん

月曜日、朝一番の研究発表会 Monday Morning Forum

とん拍子に大学間交流協定締結、博士課程 DDP プログ

は、現在まで 10 年間絶えることなく継続され、300 回

ラム覚書締結と進み、多くの教員の参加を得て毎年のよ

を超える実績となりました。また、ルーマニアのクザ大

うに本学との研究交流を行うに至りました。インドネ

学との間のインターネット国際講義も 6 年の実績を積ん

シア大学から本学に入学してきた DDP 博士課程学生も

でいて、博士課程レベルでの国際教育が十分実績があっ

2011 年の 3 名を皮切りに 5 人となり、6 人目の入学も確

て実体のあるものである、と高く評価されています。こ

定しています。分野は電気電子系に限られてはいます

れらの実績も、思いついてすぐに積み上がるものではあ

が、指導教員は特定の少人数に偏ることなく 6 名以上の

りません。

多くの教員に広がっていて、現在では、最もパイプの太

以上、１）～３）の内容は、本学博士課程、特に電子工

い交流相手となりました。

学研究所が関与している２つの専攻において、他大学を

本学とインドネシア大学電気工学科との間で始めた国際

凌ぐ圧倒的な強みとして効いていることを、私たちは深

会議 ICNERE（50 名規模）は隔年開催ですでに 2 回実

く思い致すことが大切と思います。国際交流イベントの

施し、両国で交互に開催する慣習が定着しつつありま

規模を重視しすぎたり、交流相手をあまり広げたりする

す。参加人数を抑えながら両大学の教員がじっくりと交

ことは要注意で、教員個人レベルでのしっかりしたつな

流する絶好の機会となっています。2014 年は、日本で

がりがすべての基本と思います。

開催し、紅葉の京都を楽しみました。インドネシア大学

これまで、博士課程の国際化に対して核心となる施策の

工学部が主催する国際会議 QiR は、やはりジョコ先生

種を撒いてくださった神藤先生、また、それらを大きく

が工学部長の時に始めた国際会議で、いくつもの学科と

育てるご努力を惜しまずしていただいた永津先生はじめ

分野をカバーしていますので参加人数は 500 名超の大き

多くの教員、事務の方々に深く感謝申し上げます。現役

な会議です。これも隔年にインドネシア各地の景勝地で

の先生方には、これからもこの本学の強みを大切にして

開催されてきました。本年（2015 年）は、ロンボク島

いただきながら、また自由な発想で新しい歴史を作り上

で開催され、本学からは私も含め教員 9 名、博士課程学

げていっていただければと思います。

生 2 名の総勢 11 名が参加してきました。外国からは 17
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か国からの参加があったと聞きましたが、その中で、外

focal region inside the sample. Thus, focal spot acts as

国の一機関からのまとまった参加としては本学が最大で

a tip of an extremely sharp pen, which can penetrate

あり、大変感謝されています。ジョコ先生から、4 年後

optically transparent samples and write 3D patterns

に、QiR 始まって以来初めてとなる外国での開催として、

with high spatial resolution (Fig. 1(b,c)).

本学での開催を提案・打診されています。

maskless patterning process requires minimum post-

以上、記しましたように、私はたくまずして人に恵ま

processing, and can be carried out in an ordinary lab

れ、それまで縁のなかったインドネシアという国とかか

environment without need for cleanroom conditions

わりを持つこととなりました。このような良好な関係が

or vacuum equipment. This approach promises fast,

育まれていったのは、インドネシア側の熱意と共に、創

inexpensive prototyping of optical metamaterials,

造科学技術大学院長の永津先生の強いリーダシップと多

photonic crystals and other nanophotonic elements

くの同僚教員のご協力の賜物です。ここに、深く感謝申

highly demanded in imaging applications. I hope

し上げます。（2015 年 8 月 24 日）

that further studies along these lines, carried out in

Such 3D

collaboration with domestic and overseas research
groups, will lead to new ideas and achievements in the

Rapid prototyping of photonic micro- and
nano-structures for nanovision applications
using direct laser writing lithography
極限デバイス研究部門教授

field of nanovision science.

Vygantas Mizeikis

I joined Shizuoka University in 2009 as a tenure-track

Fig. 1. (a) Principle of DLW lithography, (b) image

associate professor at the Division of Global research

fragment of a 3D woodpile photonic crystal structure

Leaders and Research Institute of Electronics (RIE).

illustrating the achievable spatial resolution of DLW, (c)

From the very start I had an opportunity to glimpse

microscale 3D replica of a katakana イ letter fabricated

some of the exciting research activities carried out

by DLW lithography, similar to that used in the

at RIE, since my office and laboratory were based

pioneering Prof. Takayanagi's television experiments.

in the RIE building. Fabrication of advanced microand nano-devices, synthesis of new materials, and
their application for advanced imaging, nanoscale
manipulation of electrons and photons, as well as
in biomedical sciences, made a deep impression on
me. In 2013 I became a tenured professor at RIE,
and since then I have been trying to match the
high level of study and excellent achievements in
my own research. My work at RIE is focused on
application of femtosecond Direct laser Write (DLW)
lithography for the fabrication of optical micro- and
nano-devices, such as photonic crystals, photonic
lattices, optical metamaterials, optical waveguides, etc.
DLW lithography uses a tightly focused femtosecond
laser beam to expose photosensitive material (e.g.,
photoresist) via two-photon absorption (TPA) process
(Fig. 1(a)). Since TPA and exposure are induced in submicrometer-sized region at the beam focus, drawing
of complex 3D shapes in the bulk of transparent initial
material is possible by scanning the position of the
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第 VII 部

組織変更に伴い新規加入した
教員からの寄稿

千思萬考

－電子工学研究所と共に－

ます。1990 年台には、共同研究パートナーは、圧倒的
に半導体分野でした。2000 年を前後として、家電メー

ナノヴィジョン研究部門教授

浅

井

秀

樹

カーとのお付き合いが増え、2010 年頃を前後して、自
動車メーカーとの交流が増加しています。自身の専門分

祝！電子工学研究所 50 周年。いわゆる新制大学で、

野もこの二十数年で大きく変遷してきました。1990 年

最初に設立された研究所が発足から半世紀の歴史を刻ん

台は非線形理論から回路設計へ、2000 年台は回路設計

だことの意義は貴重であると思います。私は、1986 年

から電子機器設計へ、そして、2000 年後半からは、電

に静岡大学工学部（当時、光電機械工学科）に赴任しま

子機器設計から EMC 設計へと変化しています。研究に

した。翌年、同学科の助教授を拝命し、知能情報工学科

おいて、トレンドを追うことの是非は別として、自身の

を経て、1997 年にシステム工学科教授職を拝受するこ

守備範囲は、広くなった（ならざるを得ない）と感じて

とになりました。そして、昨年（2013 年）、電子工学研

います。その意味では、現在、機械工学専攻で兼務する

究所に移籍して、現在、在籍二年目となります。そのた

ことは、新鮮味があり、新たな技術融合を目指せる環境

め、研究所につきましては、まだ、過去の歴史を熟知し

となっています。
個別分野は遷移するのですが、一貫しているのは、モ

ていません。
工学部 / 研究科では、学生に対する講義を主とする教

デリングとシミュレーション技術の範疇とは、常に密接

育、また、それらに関わる行事に関連する検討事項が大

に関わっていることです。学問領域としてはマイナーで

半でした。これまで 30 年近くの間に光電機械、知能情

あることを理解しています。日本の主体は、｢物づくり｣

報、システム、そして、機械と所属してきましたが、学

と言う言葉に代表されるように、メインプレーヤーは、

科の会議で、研究に関連する議題を検討したことは、殆

製造側であることを念頭に、今後は、｢知的物づくり｣

どありませんでした。また、学科でまとまった研究プロ

の支援を目指そうと考えています。幸い、10 年ほど前

ジェクトを形成するというような体制も殆ど無かったよ

までは、極めてマイナーな分野であった CAD/CAE の

うに思います。一方、研究所の会議では、大学としての

立ち位置が随分変化してきたのは、非常に嬉しい現実で

動きや研究プロジェクトとしての方向性の話題が多くあ

す。

るように思います。以前は、余り考えたことはありませ

エレクトロニクス産業においてコスト削減のためのシ

んでしたが、電子工学研究所、創造科学大学院、工学研

ミュレーション技術の要求が急上昇しています。それま

究科の組織上の役割の差異を感じるに至っています。で

で、試作と実測による検証が主体であったのが、モデリ

すので、少なからず、戸惑いも感じています。

ングとシミュレーション技術を駆使した物づくり検証へ

ただ、以前の学部、研究所の区分とは異なり、改組前

と変革に迫られている背景があります。2000 年前後に

の講義の量は減ることはなく、電子工学研究所主催の高

某企業との大型共同研究を実施する機会を得ました。さ

柳記念シンポジウム実行委員会委員長を拝命したことも

らに、2000 年台後半に国家プロジェクトを主導する機

あり、全体の仕事量は、相応に増加しています。また、

会にも恵まれ、三次元モデル化とシミュレーション技術

この数年、国際的なリクエストが年々増加していること

の必要性と重要性を知ることができました。奇しくも半

もあり、全体としてオーバーフロー気味となっていま

導体分野や情報家電分野からも新たなる展開が期待され

す。

るに至っています。

とは言うものの電研在籍と言うことですので、これま

時代は、自分たちが想像するよりはるかに速い速度で

での教育主体から研究主体への移行も考えることが必要

変化しています。権腐十年と言われるように、ダイナミ

なのですが、状況は、それほど容易ではありません。認

ズムの無い組織はすぐに陳腐化してしまいます。自身も

識しておられる電研 OB の方々も多いと思いますが、日

静岡大学に来て 30 年近くたちました。新たな気持ちで

本における電子工学分野の状況は、悲観的な材料が多く

臨みたいと思います。今後は、三次元モデリング／シ

なっています。1990 年台に活況であった半導体分野を

ミュレーション技術を車載用 EMC 設計へ応用するため

含め、エレクトロニクス産業は、凋落の一途です。2000

に、メカトロニクスやマルチフィジックスと言う学問分

年に 26 兆円を誇った生産は、現在、11 兆円にまで激減

野での探求に精進する所存です。諸先輩や皆様に、ご教

し、半導体企業や情報家電の分野では、自分と同世代の

授、ご鞭撻のほどお願い申し上げます。

ベテランが大量リストラの憂き目に遭う時代となってい
ます。
自分の研究室においても明らかに地殻変動が起きてい
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スピン操作と量子情報等への応用

目指し，偏光の重ね合わせ状態をスピンの重ね合わせ状
態へ転写・形成しその観測を行い，バンド構造と重ね合

ナノヴィジョン研究部門准教授

伊

藤

哲

わせの関係を考察しています．量子力学の基本原理を利
用した量子情報処理技術が実現すれば，画像等の情報を

私は浜松出身で，静岡大学理学部で学位を取得しまし
たが，学位をとって以来は博士研究員として様々な地域

原理的に安全に転送し，従来のコンピュータよりも遥か
に高速処理を行うことが出来ると考えています．

の研究機関で研究をし，テニュアトラック教員を経て電

高校生の時に地元の光関連企業社長の講演を聞き，光

子工学研究所での研究機会をいただいております．専門

に魅了されて以来，光学測定機器に囲まれて研究する生

分野は量子エレクトロニクスや光物性で比較的基礎に近

活をしております．現在は高柳健次郎先生の伝統を受け

い分野を中心に研究を行っています．

継ぐ大学・研究所の下で研究をする機会を与えていただ

博士課程における研究では，非線形ランダム媒質中

き，非常にうれしく，身の引き締まる思いでおります．

でのレーザー動作と第二高調波発生（SHG）に着目し，

これまで勤めたいくつかの研究機関で得た経験を活か

これらを 2 本のビームを用いた相関測定法を用いて解析

し，静岡大学と電子工学研究所の更なる発展に貢献した

してきました．２本の光ビームによってランダム媒質中

いと思います．精一杯がんばりますので，是非ご助言な

で生み出される利得から媒質内の光の拡散を，SH 光か

どいただけますようよろしくお願いいたします．

らゆらぎの相関を調べる手法を考案，実証してきまし
た．
博士課程修了後は NTT 物性科学基礎研究所と甲南大

電子工学研究所創立 50 周年に向けて思うこと

学で博士研究員をしました．NTT における研究ではフォ
トニック結晶のもつ強い光閉じ込め効果を利用し，量子

ナノマテリアル研究部門教授

鈴

木

久

男

ドットからの発光をフォトニック結晶共振器モードに結
合させることに成功しました．甲南大学では，フォト

平成 27 年 11 月に、電子工学研究所創立 50 周年記念

ニック結晶作製プロセスや，測定評価において得た半導

事業が予定されています。私は来年で還暦を迎えます

体量子構造に関する知識を活かし，さらに深めるために

が、電子工学研究所は私が小学校の時に創立されたこと

半導体量子構造における電子スピンに関する測定，評価

になります。国立大学二期校の中では最も早く創立され

を行いました．企業の研究所や私立大学ではそれぞれ独

た研究所の一つであると認識しており、その輝かしい実

特の雰囲気を感じることができ，貴重な経験を得られた

績とともに由緒正しい国立大学研究所であると思ってい

と思っています．

ます。私は平成 25 年度より、この様に素晴らしい歴史

電子工学研究所では，主に偏光とスピンの相互作用を

を持つ研究所の一員として教育と研究に携わることとな

用いたスピン操作に取り組んでいます．特に光を用いた

り、誇らしく思うとともに今後もその発展に少しでも寄

半導体中のスピン操作と量子情報等への応用に向けた基

与できる様に、特に研究面で精進しなければならないと

礎研究を行っています．スピンを量子ビットとして用い

自らを戒めているところです。

る場合，量子ビットの演算に対応させてスピン状態を変

さて、私は 21 年ほど前に静岡大学に赴任して参りま

化させる必要があります．光は超高速処理が可能であ

した。前任地は豊田工業大学であり、当時は静岡大学の

り，偏光状態を介してスピン偏極へのアクセスが容易で

ことをあまり良く知りませんでしたが、電子工学研究所

あるため，光を用いたスピン操作が有効であると考えら

の存在は存じ上げていました。当時の私と電子工学研究

れます．スピンを操作するには光によって励起された半

所との関わりは、ほとんど無かったことも事実です。工

導体中のスピン間相互作用の利用が有効であると考えら

学部では 2 年生まで学生が静岡キャンパスで学んでお

れます．これまでに，電子スピン歳差運動の観測により

り、時々静岡キャンパスまで講義や会議に出かけて行っ

電子スピンと核スピンの間の超微細構造相互作用に起因

た記憶がありますが、静岡キャンパスに出かけることが

する有効磁場の観測を行って来ましたが，核スピンの緩

あっても電子工学研究所には伺う機会がほとんどありま

和時間は非常に長いため，メモリへの発展も期待できる

せんでした。当然、ほとんどの電子工学研究所の先生方

一方で，応答速度は非常に遅い為，量子コンピュータ等

とも交流はなく、テニスなどで早川先生とご一緒するこ

における量子ビット演算には向いていません．そこで高

とがある程度でした。その後、「静岡大学には電子工学

速応答可能な電子スピン間の相互作用に着目して研究を

研究所があるので、物質工学科でも電子材料の研究をす

行っています．また，量子ビットに対応した状態形成を

べきだ !」などと何となく思い込み、前任地から少しず
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生体膜の研究

つ進めていた金属アルコキシドからの電子材料用（強
誘電体）薄膜の研究を本格的に進めることになりまし
た。この研究がきっかけとなり、当時電子工学研究所の

ナノマテリアル研究部門教授

山

崎

昌

一

石川先生と共同研究をすることになりました。石川先生
は PLD を用いた強誘電体薄膜やゾルゲル法による強誘

電子工学研究所の創立 50 周年、おめでとうございま

電体ナノ粒子の合成とその特性についてご研究をされて

す。約 2 年前の研究所の改組により、メンバーの一人に

いました。そこで、私が作製した強誘電体（チタン酸鉛

加えていただきました。まだ十分には研究所のメンバー

やチタン酸バリウムあるいはチタン酸ジルコン酸鉛など

として活躍できていない状況ですが、少しずつ、研究所

の）薄膜やナノ粒子の特性評価などについて、一緒に研

の内容や実情が理解できてきたところでしょうか。

究を進めさせて頂きました。私の研究分野は、化学溶液

一般的に研究所がどのようなものであるべきかという

を用いたセラミックナノ粒子や薄膜の作製とその評価で

概念も、時代とともに大きく変遷してきており、今後は

したので、これを強誘電体薄膜やナノ粒子に発展させる

「ネットワーク」や「国際化」というものが研究所を考

ことができ、非常にうれしく思いました。強誘電体ナノ

えるときのキーワードとなっていくように思います。従

粒子のサイズ効果については、石川先生がご定年となっ

来の研究所では研究所メンバーのタイトカップリング

てからはテーマとして特に取り上げてはいませんが、圧

（強い結合）による共同研究が中心であったのですが、

電体薄膜としてのチタン酸ジルコン酸鉛薄膜などについ

今後は研究所のメンバーだけでなく、日本の他の研究所

ては今も研究が続いており、金属アルコキシドの分子設

/ 大学や外国の研究所 / 大学のメンバーとのルースカッ

計により調製した前駆体溶液からの CSD 法薄膜の特性

プリング（弱い結合）による共同研究が中心になってい

については、Si ウエハー上にナノ構造を制御した酸化

くように思います。そのようなルースカップリングによ

物電極を形成することで残留応力を制御し、実用デバイ

りお互いの研究が活性化されて、現在の研究の深化・発

スとしても非常に特性が高い薄膜の開発が今でも続いて

展や新しい研究テーマへの展開ができるかどうかが研究

います。この研究により、キャノンやパナソニックなど

所の発展の鍵になるように思います。フォーマルな国際

の一流企業との共同研究も進展し、現在ではパナソニッ

会議やシンポジウムを華々しく行うことももちろん重要

クが実用化のためのデバイス作りに取り組んで頂いてい

ではありますが、ルースカップリングをしているメン

ます。

バー間のインフォーマルな議論や雑談などをできる場を

その後、私は創造科学技術大学院の教授として博士課

広く準備することも大事であると思います。

程の発展に微力ながら尽力してきた訳ですが、前述の電

研究所の研究では、過去に研究所で行われた偉大な研

子工学研究所との共同研究の過程で博士研究員として採

究やそれに基づく発展的な研究が重要なことはいうまで

用した符

徳勝さんは、産総研や東工大の博士研究員を

もありませんが、あまりそれにしがみついて守りの姿勢

経て創造科学技術大学院のテニュアトラック准教授とな

に入ってしまうと、大きな発展性がなくなってしまいま

り、平成 25 年度の改組で電子工学研究所と電気電子工

す。新しいことにチャレンジする攻めの姿勢が重要だと

学科及び物質工学科の教員が一緒になった電子物質科学

思います。同じことが個人の研究にも言えることはいう

科／専攻の教授として現在も教育と研究に励んで頂いて

までもありません。

います。私自身だけではなく、静岡大学に赴任以来、実

私自身は、生体膜のダイナミクス・イメージング分野

は電子工学研究所とはかなり深い関係があったことを改

で、ヒトから細菌・ウイルスまでのすべての生物で重要

めて振り返っているところです。新電子工学研究所には

な役割を果たしている生体膜（厚さは約 4 nm で、細胞

上述の様に、様々な学科から先生方が参加されていま

の外側の細胞膜だけでなく、ミトコンドリアや葉緑体な

す。この人事交流をきっかけとして、私の様に研究の幅

どのオルガネラ、細胞内の膜が閉じてできた小胞体な

が大きく広がり、静岡大学電子工学研究所が益々発展し

ど、すべての生体中の膜構造の総称）の機能や構造の研

て行くことができれば、今後予想されるであろう国立大

究を行っています。私の研究室では、我々が開発した

学改革の荒波も楽々渡って行けるものと期待します。

「単一巨大リポソーム (GUV) 法」を用いて、ペプチド /
蛋白質などの生理物質と生体膜の相互作用の素過程やメ
カニズムを解明する研究を行っています。従来の研究で
は、たくさんの小さなリポソーム（生体膜が閉じてでき
た袋）と生理物質の相互作用を測定し、物理量のアンサ
ンブル平均を求めていたため、相互作用の素過程がわか
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りませんでした。一方単一 GUV 法では、直径が 10 μ

能性ナノ粒子（生体親和性の高い磁気ハイパーサーミ

m 以上の巨大リポソーム (GUV) 1 個と生理物質との相

ア）の研究をしております。これらの薄膜は主に PLD

互作用による生体膜の機能や構造変化を光学顕微鏡でリ

法や RF マグネトロンスパッタリング法など、気相法を

アルタイムで観測し、同様の実験を多くの 1 個の GUV

用いて作製をしておりますが、特に、PLD 法では真空

で行って、その変化を統計的に解析することにより、速

チャンバー内に電磁石を搭載した「ダイナミックオー

度定数など多くの素過程の情報を得ることができます。

ロラ PLD」装置を用いた研究をしております。PLD 法

また、生体膜が 3 次元的に結合したキュービック相と

は、集光したパルスレーザーをターゲットに照射した際

2 次元の液晶相の間の相転移が膜に存在する表面電荷に

に発生するプラズマ（プルーム）を対向させた基板上に

基づいて静電相互作用により起こることを発見して、そ

堆積させて薄膜を作製する方法ですが、通常の PLD で

のメカニズムや応用の研究も行っています。さらに、こ

はプラズマ中の電子と陽イオンはすぐに再結合してしま

れらの過去の成果にとらわれない新しいテーマの研究も

います。これに対し、磁場中で PLD を行うと、発生し

展開しています。生体膜の研究においては、ナノスケー

た電子と陽イオンにはローレンツ力が働くため、電子と

ルからメゾスケール（ナノメートルとミリメートルの中

陽イオンはそれぞれプルームの外側と内側に分離させら

間、特に 0.01 － 100 μm 程度）の研究方法の開発が重

れ、再結合が生じにくくなります。このため、高いエネ

要であり、そこではイメージング法が重要になります。

ルギーを有した陽イオンを用いた成膜が可能となります

ただ現状では、ナノスケールの研究に比べてメゾスケー

（これはプルームの分光分析から確認がされています）。

ルの研究は遅れています。また、単一 GUV 法やキュー

このような高いエネルギーを有した陽イオンが基板上に

ビック相の研究では、イメージングの時間分解能や空間

堆積することにより、結晶化温度の低下や熱力学的に非

分解能を増大させることが重要になってきています。

平衡状態にある相を容易に作製することが可能となりま

今後は、研究所メンバーや他大学 / 研究所の共同研究

す。

のメンバーとの共同研究や議論 / 雑談による刺激によ

電子工学研究所ではこれまで毎年 1 月頃、共同研究先

り、自分自身の研究を深化・活性化するだけでなく、他

の国内外の先生方を本学に招聘して国際ワークショップ

のメンバーの研究に対しても何らかの寄与ができるよう

を開催して来ました。今年の 1 月 27、28 日の２日間に

に日々努力していきたいと思います。

は、このワークショップを拡張する形で、グリーン科
学研究所、創造科学技術大学院との３部局の共催とし
て国際シンポジウム（International Symposium toward

電子工学研究所創立 50 周年によせて

the Future of Advanced Researches in Shizuoka
University 2015

ナノマテリアル研究部門教授
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~Joint International Workshops

on Advanced Nanovision Science / Advanced Green
Science / Promotion of Global Young Researchers in

静岡大学の電子工学研究所が平成 27 年に設立 50 周年

Shizuoka University~）が開催されました。誠に僭越

を迎えることになりました。50 年間もの長きにわたっ

ながら、私はこの国際シンポジウムの実行委員長を拝

て研究所が発展を続けてきたことは、ひとえに高柳健次

命いたしました。この国際シンポジウムは静岡大学の

郎先生をはじめ歴代の先生方のたゆまぬ努力の賜と尊敬

研究を牽引している 2 つの研究所と創造科学技術大学

の念に堪えません。私は平成 25 年度から電子工学研究

院が国内外に本学の研究を発信すること、若手研究者

所のメンバーに加えていただいた新参者ですが、このよ

の人材育成と第一線の研究者との研究交流を主な目的

うな歴史ある研究所の一員となれましたこと、大変光栄

としております。本学の研究を発信する観点より、電

に感じているとともに、その名前に恥じぬ研究をせねば

子工学研究所からは川人祥二教授より「Present Status

と感じております。

and Future Prospects of Silicon Imaging Devices」 と

私は今年 49 才ですので、私が生まれたときにはすで

いう演題の基調講演を頂きました。なお、グリーン科

に電子工学研究所が設立されていたことになります。私

学 研 究 所 か ら は 河 岸 洋 和 教 授 よ り「Fairy Chemicals

は平成 18 年 10 月に静岡大に着任いたしました。それま

– A Candidate for a New Family of Plant Hormones

では東京工業大学の大学院理工学研究科無機材料工学専

–」という演題で、創造科学技術大学院からは渡辺修

攻の助手をしておりました。電子工学研究所において

治 教 授 よ り「Fostering Global Young Researchers in

鈴木久男教授、坂元尚紀助教と一緒に電子材料（強誘

Interdisciplinary Program」 と い う 演 題 で そ れ ぞ れ 基

電体、磁性体、透明電極等）のセラミックス薄膜や機

調講演を頂きました。学外からは、東京工業大学応用

－ 231 －

セラミックス研究所の細野秀雄教授に「New Materials

ができません。リンが足りなければ，生体膜を作ること

Frontier Opened through Research of Transparent

が出来ず，細胞を形作ることが出来ないので，生物は死

Oxides」という題目のプレナリー講演を頂いたほか、

んでしまいます。一方，光合成膜は細胞内にある葉緑体

光研究拠点関連として、浜松ホトニクス（株）中央研究

の中で何層にも重なった構造をしており，非常に大きな

所の原勉所長と浜松医科大学浜松医科大学脳神経外科

表面積を持っています。このような膜構造を構築するた

の難波宏樹教授からそれぞれ、「Exploring Photonics」

めには，多くの脂質分子が必要となります。植物は動物

および「Stem Cell-based Gene Therapy for Malignant

とは異なり，一度根を張るとその場所から動くことがで

Brain Tumors」という演題の招待講演を頂きました。

きません。仮にリン脂質でチラコイド膜を構築すると，

また、国内外から 16 名の先生方から招待講演を頂き、

膨大な量のリン脂質が必要となり，つまり膨大な量のリ

さらに文部科学省、学術企画室長の中野理美様をお迎え

ンが必要になります。ところが，リンは非常に貴重な元

してご講演を頂きました。若手研究者の人材育成と第一

素であり，無尽蔵に存在するわけではなく，すぐにリン

線の研究者との研究交流という観点からはポスターセッ

が不足してしまいます。植物の肥料に窒素・リン・カ

ションを行いましたが、創造科学技術大学院に所属する

リ（カリウム）がよく用いられていることからもリンが

博士課程の学生や本学に滞在中の研究者やポスドクの方

不足しがちであることをイメージして頂けるかと思いま

を中心に 51 件の研究発表があり、活発に議論が行われ

す。一方，光合成反応によって二酸化炭素から糖が作ら

ました。なお、ポスターセッションでは最優秀賞（１

れます。この糖をチラコイド膜の構築に利用できれば，

名）には 30 万円、優秀賞（5 名）には 15 万円の海外渡

リンの不足を補うことが出来るため，チラコイド膜は糖

航費を副賞として用意し、グローバルな人材の交流の一

脂質でできているのではないか，という仮説が広く受け

助とさせていただきました。

入れられています。

今日、日本の各大学には大きな変革の波が押し寄せて

チラコイド膜は全体の 9 割近くが糖脂質でできていま

来ております。この中で、特にグローバル化への対応が

すが，そのうちに 9 割はガラクトースと呼ばれる糖を用

求められております。電子工学研究所はこれまでも本学

いた脂質（ガラクト脂質）です。一般的に，生物の細胞

のグローバル化の中心として発展して来られたと拝察し

中にはグルコース（ブドウ糖）と呼ばれる糖が多いこと

ておりますが、今後はますます静岡大学の研究とグロー

から，なぜチラコイド膜を構築する脂質にガラクトース

バル化の中心を担う組織として発展して行くと期待され

を用いているのかわかっていませんでした。また，どの

ております。私も誠に微力ながら、少しでも貢献できれ

光合成生物でもガラクト脂質をチラコイド膜の構築に用

ばと考えております。

いていることから，ガラクト脂質はチラコイド膜に必須
であると考えられてきました。
最近，我々の研究からこの常識を覆す成果が得られま

生体ナノ構造である生体膜の研究とその可視
化

した。光合成をするバクテリアであるシアノバクテリア
でガラクト脂質に関わるすべての遺伝子を特定し，その
うちの一つの遺伝子（mgdE）を破壊した株（mgdE 破

ナノマテリアル研究部門准教授
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壊株）を作成したところ，細胞内のガラクト脂質が消失
し，代わりにグルコースのついた脂質（グルコ脂質）が

私の専門は生体膜脂質の生理機能に関する研究です。

蓄積していました。この mgdE 破壊株では，生育に影

光合成反応を行う光合成生物は，光合成膜（チラコイド

響が見られたものの，光合成反応を行い，チラコイド膜

膜）と呼ばれる構造を持っていますが，その 9 割近くを

構造も形成していました。このことは，これまでチラコ

占める主要な構成成分である糖脂質の合成や生理機能，

イド膜に必須であると考えられてきたガラクト脂質は他

進化に関する研究を行っています。生物は細胞を基本単

の脂質でも置き換えが可能であることを示しています。

位としていますが，その細胞では外側と内側を区画し，

この成果は，複数の新聞（静岡新聞，中日新聞など）に

必要なものを中に溜め込み，不必要なものを外に排出す

取り上げられ，また電子工学研究所のホームページでも

ることで活動を維持しています。その境界をつくってい

紹介されました。今後は，なぜ光合成生物のチラコイド

るのが生体膜で，およそ 10 nm の薄い膜です。

膜にガラクト脂質が利用されてきたのかを明らかにする

我々哺乳類を含むほとんどの生物の生体膜はリン脂質

と共に，チラコイド膜がどのように構築されるのかを可

と呼ばれる物質でできています。リン脂質は文字通り分

視化する技術の開発に取り組みたいと考えており，生体

子内にリンを含む物質で，リンがなければ合成すること

計測研究部門光科学分野の臼杵深准教授と共同研究を進
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す。例えば、最初に単結晶試料からの X 線回折が得ら

めています。
上述のように，私の専門は生物学であり，現在電子工

れた時は、試料を入れていた細管の軸か壁に膜が配向し

学研究所が取り組んでいるイメージングとは少し離れた

たのだと考えていたのですが、実験を行なっておかしい

研究分野かもしれません。しかし，生物が持つ微小構造

なと思い散々考えて、まさかという感じで試料を回転さ

やその構築機構を解き明かすにはイメージング技術が欠

せて測定すると明らかに単結晶であることを示すデータ

かせません。イメージングの専門家と生物学の専門家が

が得られました。考えるということは今までもやってき

同じ研究所内に所属することで，膝を突き合わせてより

たつもりでしたが、この研究においてはこれまでとは比

深い議論する機会が増えます。この環境を活用して，注

べられないくらいに考えている気がします。考えるとい

目分野の一つである生体イメージングで成果を出してい

う行為が研究で重要であると再確認したと同時に、もっ

ければと思います。実は，私の父は電子工学（マイクロ

とも楽しいということも再確認できました。またこの研

波）が専門でしたので，電子工学は幼少のころから身近

究において、サブコア教員につく電子工学研究所の個人

な言葉でした。何十年の時を経て，電子工学の名を冠し

予算により機器を購入し、測定の自動化・高速化を進め

た研究所に所属できたことは，何かの縁ではないかと感

られたことは少ない人員と予算で研究を行っている私に

じています。50 年の歴史を誇る静岡大学電子工学研究

とっては非常に重要でした。単結晶試料の準備自体も簡

所へ私が所属するようになったのは，2013 年 4 月から

単なのですが、測定も速く、自動測定可能なので、他の

で，まだ 2 年ほどでしかありません。研究者としてもま

仕事を行いながら測定もできるため、とりあえずやって

だまだ駆け出しではありますが，少しでも研究所の未来

みるというスタンスで測定を進められました。
こういったことで、私がこれまで行ってきた研究の中

に貢献できるよう，これからも精進していきたいと思い

で、最も楽しく思い入れの深い研究になっていると感じ

ます。

ています。この状態が長期的に続けば良いなと思ってい
ますが、そのうちまた壁にあたって停滞する時期も出て

研究所所属になってからの研究

くるでしょうが、この時期のことを思い返して励みにし
たいと思います。

ナノマテリアル研究部門講師

岡

俊

彦

電子工学研究所の改変に伴い、サブコア教員となり一

電子工学研究所創立 50 周年によせて

年半が経ちました。創立以来５０年という長い期間に比
べてまだまだ短いですが、私の研究に関してはこの間に

ナノマテリアル研究部門准教授

坂

元

尚

紀

いろいろなことがありました。
ちょうど電子工学研究所のサブコア教員となった去年

1965 年に設置された電子工学研究所が、今年創立 50

の４月初旬に、新たなテーマをはじめようと考えまし

周年を迎えることとなりました。高柳健次郎先生のテレ

た。たまたま近くに同じ静岡キャンパスのコア教員であ

ビジョンの研究を原点とした電子工学研究所が、設立か

る山崎先生が居らっしゃったのでそのテーマについて話

ら 50 年もの長きにわたり継続的に発展してきたことは、

すと、「面白そうですね。いいと思いますよ。」と背中を

ひとえに研究所の活動にご尽力されてきた多くの先生

押すような感じで言っていただきました。それから実験

方、関係者の皆様方の不断の努力の賜物と心から敬服い

をはじめて、一月後にはそのテーマにおいて基幹的な技

たしております。

術となる脂質膜キュービック相の単結晶領域作成の目処

私は 2007 年に静岡大学に着任し、2013 年から電子工

が立ちました。その後、時間はかかりましたが単結晶領

学研究所のメンバーに加えていただいている新参者で

域の作成法に関して今年の７月に論文として出版するこ

す。高柳健次郎先生のご業績については以前から知識と

とができました。現在はその技術を利用して、構造解析

して知ってはおりましたが、浜松に住むようになってか

や相転移の研究を行なっています。私の経験では今まで

らは先生の偉大さを改めて認識するようになりました。

にないくらい順調に研究が進んでいます。

現在私の住んでいる浜松市中区の広沢地区には、西部共

単結晶領域の作成や現在行っている構造解析と相転移

同センター（旧・西部公民館）という公共の施設があり

の研究などでは、確立された方法論が無いような状態で

ます。この施設はいわゆる地域の公民館で、週末などに

研究を進めていく必要があります。そのため測定から解

は市民向けのさまざまなイベントが開催される市民に

析、解釈に至るまで常に考え考えて研究を進めていま

とってなじみの深い場所となっています。その建物の正
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面の石と庭木で彩られたスペースには中央に高さ 2m ほ

任を感じております。研究所の更なる発展に少しでも貢

どの大きな大理石の板で作られた本を模した像があり、

献できるよう、微力ではございますが努力して参りたい

その本には「浜松高等工業学校開校の地」「自由啓発」

と思っております。

の二つの言葉とともに、高柳健次郎先生がブラウン管に
イの字を映した実験の回路図が彫り込まれています。こ
の回路図にはおよそ一般市民向けとは思えないほど専門

電子工学研究所の新メンバーとして

的な実験手法が記述されているのですが、このことはお
そらく、単に高柳先生の偉業を称えることに留まらず、

生体計測研究部門教授

川

田

善

正

その詳細までも受け継いでいきたいという強い思いの表
れのように感じました。日本国内には過去の偉人を称え

この度は、電子工学研究所 創立 50 周年、おめでとう

る建造物は数多いと思いますが、一般市民にこのように

ございます。電子工学研究所の輝かしい歴史と伝統に敬

広く受け入れられている例は決して多くはないのではな

意を表するとともに、研究所の一員として参加できるこ

いかと拝察いたします。一般市民の訪れる公民館に偉人

とは大変名誉であると思います。電子工学研究所は、テ

の業績を称える像が（決して申し訳程度ではなく、誇り

レビが誕生したところとして、対外的にも知名度が高

を持って正面に堂々と）建てられていることが大変印象

く、恩恵にあずかることも多いと感じています。

的でした。

私は、2013 年の電子工学研究所および工学研究科の

研究内容に関しましては、電子工学研究所において鈴

改組に伴い、工学部機械工学科から電子工学研究所 所

木久男教授、脇谷尚樹教授と一緒の研究グループで電子

属となりました。研究所所属となっても、居室、実験室

材料（強誘電体、磁性体、透明電極等）のセラミックス

などは移動しておりませんので、移動当初はあまり実感

薄膜や機能性ナノ粒子の研究をさせて頂いており、私自

はありませんでした。学科会議、研究室の学生も以前と

身の研究テーマとしましては、主に顕微鏡を利用したセ

ほとんど変化はありま せん。 しかし、改組から月日が

ラミックスナノ材料の構造解析を中心に研究を行ってい

経つにつれて次第に電子工学研究所所属ということを意

ます。近年電子デバイスは小型化・軽量化が進み、ナノ

識することも増 えてきました。研究所の教授会に出席

(100 万分の 1 ミリ ) メートルスケールの薄膜や微粒子が

したり、研究所主催の国際シンポジウムを担当すること

利用されるようになってきましたが、材料がナノサイズ

などを通して、研究所の方との横のつながりができたた

の薄膜や微粒子となることにより材料の持つ性質が大き

めと思います。

く変化する場合があることが知られています。このこと

研究所所属になって驚いたことの一つは、国際性が高

を利用して、内部応力や電子状態、構造等の制御により

くグローバル化が進んでいることです。 多くの留学生

材料の特性を飛躍的に向上させる研究が行われていま

が海外から研究所に参加しており、バラエティーに富ん

す。一例として、我々は圧電アクチュエータや不揮発性

でいます。毎週月曜日のフォーラムや中間報告会なども

メモリ等の利用が期待される強誘電体セラミックス薄膜

ミーティングなども英語で実施されることも多くなって

が基板から受ける応力を効果的に利用することにより、

います。また、国際的なシンポジウム、国際交流なども

これまでにない巨大圧電性が発現することを見出しまし

積極的に進められており、静岡大学の中で最もグローバ

た。この現象を応力状態と関連付けて理解するために、

ル化が進んでいる組織であると思います。

透過型電子顕微鏡（TEM）による応力状態の解析と評

また、研究所のメンバー 間の連携が取れており、す

価を行っています。また薄膜内部の物性を直接評価する

ぐに協力体制が出来上がることも研究所に参加して新鮮

ための新たな取り組みとして、薄膜断面方向からの原子

に感じたことの一つです。競争的研究費の申請になる

間力顕微鏡 (AFM) 観察による薄膜内部の圧電性等の物

と、協力体制、分担体制がすぐに整い、完成に向けてみ

性評価手法の開発に取り組んでいます。また新規ナノ構

んなで努力する体制ができます。さまざま外部予算の申

造の構築という観点から、低環境負荷の大気圧 CVD 法

請書の作成に慣れており、獲得に積極的であるとの印象

によりフラワー状や柱状等の特異形状を持つ III 族窒化

を受けます。

物結晶を作製し、微構造を活かした新規デバイスへの応
用を目指した研究を行っています。

研究所のミッションは最先端の研究成果をあげること
により、多くの人々の生活に貢献することであると思い

長い歴史と伝統、強い思いの上に成り立っている電子

ます。特に極限画像技術で世界をリードすることが重要

工学研究所のメンバーに加えて頂けたことは大変光栄で

であると思います。私は 超解像の光学顕微鏡を開発し

あり、また同時にその職務を果たすことに対する強い責

ています。電子顕微鏡と光学顕微鏡を融合した全く新し
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い原理に基づく、生物試料を生きたまま観察できる超解

ニュートンやナノメートルで起きている微細な相互作用

像技術の開発を進めています。今後は研究所のミッショ

を指で感じながら加工できる装置であるため、微細加工

ンおよび伝統に貢献できるメンバーになるよう努力して

のみでなく、顕微解剖や細胞操作といった次世代バイオ

まいりたいと思います。

技術への応用として他大学医学部顕微解剖学教室との共

電子工学研究所 創立 50 周年誠におめでとうございま

同研究も行っています。その他、走査型イオン伝導顕微
鏡という先端に 100nm 程度の直径の微小開口を有する

す。

キャピラリーガラス管をプローブにした走査型プローブ
顕微鏡を用いた生体組織や細胞のイメージングとそれを

電子工学研究所 50 周年への新教員の抱負

用いた単一細胞への試薬注入法などのマニピュレーショ
ン技術も開発しています。今後もこれらの工学的な要素

生体計測研究部門教授

岩

田

太

技術をバイオやライフサイエンスといった分野において
分野横断的な関係を築きながら展開していきたいと考え

電子工学研究所が創立 50 周年を迎えられましたこと

ています。これからの電子工学研究所のますますの発展
に少しでも貢献できれば大変嬉しく思います。何卒よろ

を、心よりお慶び申し上げます
私は平成２５年度の改組に伴い、電子工学研究所の生

しくお願い申し上げます。

体計測部門の所属となりました。電子工学研究所はテレ
ビジョン発祥の伝統から画像技術やイメージングに関す
る研究開発を中心に展開していることから、私の研究に

静大における光生体計測の研究と抱負

おいてもイメージング関連を意識して、極微小領域に関
する顕微計測やその関連技術を開発しています。以下に

生体計測研究部門准教授

庭

山

雅

嗣

簡単に研究の紹介をさせていただきます。
私共の研究室（マイクロ・ナノメカトロニクス研究

私は 2013 年度から電研・生体計測研究部門に兼任と

室）はナノスケールでのエンジニアリングとして超精

いう形で所属しております。本稿では、これまでの研究

密顕微計測開発やそれらを用いたマニピュレーション

の概要と今後の抱負を述べます。私の所属する部門の名

技術に取組んでいます。ナノテクノロジーを開拓するた

称にも含まれる “ 生体計測 ” は、医療での正確な診断や

めにはナノスケールをただ “ 見る ”（計測技術）だけで

健康管理を支える重要な技術となります。私の研究室で

なく , エンジニアリングする必要があります。すなわち

は、光を使って血液量や酸素化状態を測定し、血液循環

“ ナノで切り貼りする ”（加工技術）,“ ナノで操作する ”

や代謝の状態を知る技術の開発を行っています。赤色

（マニピュレーション技術）ことが実現してはじめてナ

光と近赤外光（主に 700 nm ～ 900 nm）を体表に照射

ノの世界での “ ものづくり ” が可能になります。われわ

し、多重散乱して再び体表に戻ってくる光を解析する

れはこのナノの世界でも容易にしかも精巧に “ ものづく

と、近赤外分光法（NIRS）の原理から生体組織中のヘ

り ” が可能になる技術（ナノクラフトテクノロジー）に

モグロビン濃度を知ることができます。酸素化している

取り組んでいます。具体的には走査型プローブ顕微鏡装

ヘモグロビンは赤色で、酸素が離れると褐色になること

置開発，電子顕微鏡関連技術、マイクロプラズマ応用技

を利用するのですが、生体は光を強く散乱させ光吸収体

術、レーザマニピュレータ技術等を用いてナノスケール

も不均質に分布しているため、光伝播が複雑になり、分

での計測・加工・操作技術を開発しています。一例とし

光の理論を使う上での光路長が不明確となります。そこ

て力感フィードバックを用いた SEM と AFM の複合マ

で、コンピュータシミュレーションを駆使して新たな定

ニピュレータについて紹介させていただきます。試料の

量化方法を考案し、電子回路の高度化や工夫を加えて正

表面形状 ( 高さ情報 ) をオペレータである人間にリアル

確度や精度の高い計測技術を開発しています。具体的に

タイムで提示する触覚ツール（ハプティックデバイス）

は、多層の生体組織を考慮した空間分解分光法という手

を用いて人間がナノスケールでの加工表面の状態を感じ

法になり、皮膚に光を照射して照射点付近の体表面光強

ながら微細加工するシステムを開発しています。すなわ

度分布を測定することで深部や浅部の光吸収係数を決定

ち AFM プローブを任意に動かし , プローブ先端で検出

することができます。技術開発は、医師や生理学者らの

する微小力をオペレータが指で感じながら微細加工が可

ニーズに基づくものも多くありますし、技術の検証にお

能なシステムを開発しています。電子顕微鏡や光学顕微

いては医療機関との連携が非常に重要となってきますの

鏡内で観察しながらマニピュレーションする際に、ナノ

で医大の協力も多く頂いております。新たな手法の応用

－ 235 －

として、筋活動計測、脳活動計測（非侵襲型及び埋め込
み型）、胎児・新生児健康管理を重点的に推進しており、
筋活動では東京医科大学・勝村俊仁先生と木目良太郎先
生、胎児・新生児では浜松医科大学・金山尚裕先生、脳
活動では自治医科大学・渡辺英寿先生と共同で研究を
行っております。電研は、全国共同利用・共同研究拠点
として全国の研究機関等との共同研究を活発に展開して
おり、その気運はより高くなっていますので、私自身も
さらに多くの研究者と交流を重ね、多くの有意義な共同
研究にかかわっていきたいと思っています。
大学や研究機関との連携のほかに、企業との連携によ
る新技術の実用化も進めています。本稿の 5 つの図は実
際に開発した種々の試作装置で、最初に取り組んだのは
主に研究者用のもので、リハビリテーションや運動生理
学用の筋肉負荷モニターです。世界初となる脂肪の影響
補正を組み込んだ NIRS 装置となり、スポーツ医学の先
生方に利用してもらうことができました。それを発展さ
せ、NIRS 計測で有酸素運動かどうかを判定して脂肪燃
焼量を測る装置も事業化しました。その装置は一般の人
の運動・健康管理を目指したツールでありましたが、コ
スト面などの課題も有することがわかりました。次に、
脳の測定を対象として、精度よく、簡便に多点計測でき
る小型システムを実現しました。その装置は、連携企業
の尽力で平成 26 年 10 月に薬事登録され、幅広い活用も
可能となりました。早速、手術中の体外循環において脳
の酸素化状態を精度と応答性良く知る目的で活用され始
めています。また、平成 25 年度から、フレキシブル基
板技術等を駆使して従来の百分の一以下の超小型センサ
と新たな計算アルゴリズムを開発し、そのセンサを応用
した指先装着型システムの実用化を進めており、プレス
発表して広く地域の皆さんなどへ知ってもらうこともで
きました。この技術は、医師らの指にセンサを一体化さ
せ、胎児や臓器の健康状態を迅速に判定できるユニーク
な装置へと進展しています。電子工学研究所に所属して
から多様な電子技術に触れる機会も多くあり、今後、電
子技術等に関する意見交換をしながら、“ より便利な計
測 ” と “ より正確な計測 ” をキーワードとして、多くの
人の健康管理に役立つ生体計測技術の開発を目指してい
きたいと思っています。
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新光学顕微鏡の開発
生体計測研究部門

に勤めたいと思います。
准教授

居

波

歩

私は学生時代に静岡大学にお世話になりました。当時

現在の研究内容とこれからの研究所発展に向
けた抱負

の電子工学研究所のイメージは、高柳健次郎先生が電子
式テレビを開発したこともあり、最先端の研究をしてい

生体計測部門准教授

臼

杵

深

るというものでした。しかし、その研究内容は当時の私
には全く分かりませんでした。そのためかどうかは分か

静岡大学電子工学研究所創立 50 周年誠におめでとう

りませんが、電子工学研究所には近寄り難い印象があり

ございます．ここでは，電子工学研究所のサブコアメン

ました。学生時代に電子線描画装置の使用をさせて頂い

バーとなって日が浅いため，現在とりくんでいる研究内

く機会がありました。その際には、使用方法を非常に丁

容について簡単に紹介させていただきます．私はこれま

寧に教えて頂いた記憶があります。静岡大学で博士の学

でに，精密工学における計測技術と検査技術，特に，光

位を取得後、民間企業に勤務しました。その後、静岡大

を用いたナノ・マイクロ計測技術の研究開発に従事して

学で働く機会を与えて頂きました。

きました．レーザー干渉計測，超解像イメージング，画

現在の研究についてご紹介させて頂きます。従来の光

像処理技術を基礎として，静岡大学に着任して以降は光

学顕微鏡より空間分解能の高い電子線励起アシスト光学

による三次元計測に関する要素技術開発を行っていま

顕微鏡を開発しています。これまでの光学顕微鏡の空間

す．その過程で，三次元計測データからナノ・マイクロ

分解能は、光の波の性質により、200nm 程度に制限さ

の幾何形状モデルを高速に生成することを目的としたモ

れています。本顕微鏡では、収束した電子線を蛍光薄膜

デリングナノプロジェクトを提案しました．ナノテクノ

に照射し、その発光で試料を観察します。試料は、蛍光

ロジーは科学技術基本計画の重点推進分野として急速に

薄膜上に直接配置します。電子線は数ナノメートルに絞

発展しており，ナノ・マイクロレベルの計測技術は長足

ることが出来るため、蛍光薄膜からの光は、非常に狭い

の進歩を遂げています．しかしながら，この幾何寸法の

空間から出てきます。そのため、200nm 以下のサイズ

領域では，形状モデリング技術が不足しているため，計

の光スポットを形成することができます。このナノ光ス

測データを有効活用できていないというのが現状です．

ポットを用いることで、従来の空間分解能の限界を打ち

これは，計測データに多くのノイズが混入することの

破ることに成功しました。生きた細胞の回折限界を超え

他，ナノメートルからミリメートルという 6 ～ 9 桁の分

た空間分解能での動画観察も可能になってきました。

解能（解像度）の差を扱わなければならないことに起因

電子線励起アシスト光学顕微鏡で最も重要な構成要素

します．現在，これらの問題を解決するために，新しい

の一つに蛍光薄膜があります。この蛍光薄膜の成膜に

三次元計測技術開発の他，コンピュータグラフィクスに

は、電子工学研究所の先生方に助けて頂き、良いものが

おける多重解像度の考え方を取り入れた新しい形状モデ

出来ました。さらに、この電子線励起アシスト光学顕微

リング技術の開発を行っています．インラインでワーク

鏡は、高柳健次郎先生が「イ」を受像したブラウン管と

の高精度な形状モデルが得られれば，製品の良否を的確

同じ構成になっています。また、初めに書いたように、

に判別でき，無駄のない効率的な生産工程を生み出せ，

私は学生時代から現在まで静岡大学にお世話になってい

持続可能な社会の実現に大きく貢献できると考えていま

ます。このように、私と静岡大学電子工学研究所との間

す．また，医療分野への応用については，人体における

には、何かの縁を感じずにはいられません。今後は、研

臓器や歯の三次元計測データから再構築した形状モデル

究を学生に分かりやすく紹介し、電子工学研究所を身近

をもとに，3D プリンタを代表するラピッドプロトタイ

な存在に感じて貰い、研究に興味を持たせるようにして

ピング技術により現物モデルを生成し，手術や治療のシ

いきたいと思います。私は学生時代、電子工学研究所と

ミュレーションに活用するということを考えています．

の関わりはあまりありませんでした。これは非常にもっ

光，イメージング，医療応用は電子工学研究所の柱とな

たいないことだった思っています。現在、在籍している

る研究テーマですので，研究所発展に寄与できるよう一

学生には、電子工学研究所で新しい知見や概念を学んで

生懸命務める所存です．どうぞよろしくお願いいたしま

欲しいと思います。「どんな難しいことでも一つ一つ努

す．

力すればできる」という高柳健次郎先生の言葉を胸に、
電子工学研究所の更なる発展に貢献できるよう自己研鑽
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テラヘルツ波の発生と応用

光源にレーザー技術を取り入れて分光スペクトル測定シ
ステムを構築したことが大きい。図１にこのようなレー

生体計測研究部門特任教授

佐々木

哲

朗

ザーを利用したテラヘルツ光源の例を２つ示す。
フェムト秒レーザーを利用して半導体光伝導スイッチ
を高速に作動させ、瞬間的に流れる電流によってパルス

はじめに
光としての「遠赤外線」と、電波としての「サブミリ

電磁波を発生させると、このパルス電磁波はテラヘルツ

波」が重なるテラヘルツ周波数帯は、良好な光源あるい

周波数帯成分を持つ電磁波の合成であるので、その時間

は発信器が存在しなかったために、長年未開拓となって

応答をフーリエ変換することによってテラヘルツパワー

いた。主にレーザー技術の進展により 1980 年台頃から

スペクトルが得られる（図１(a)）。このとき利用した光

徐々に光源の研究・開発が進んでその利用が注目される

伝導スイッチは検出器としても用いることができる。こ

ようになり、現在は実用化も進みつつある。

れらの光源・検出器の組合せで実現される分光システ

医薬品やアミノ酸などの生体関連分子の多くの分子内

ムはテラヘルツ時間領域分光法 THz-TDS, Terahertz

振動や分子間振動がテラヘルツ周波数帯域に存在してい

Time Domain Spectroscopy) と呼ばれるが、全体を室

る。これらの共鳴吸収スペクトルはそれぞれの分子に固

温動作素子だけで実現でき、高速な測定が可能になった

有であることから指紋スペクトルと呼ばれ、極端に言え

ことがテラヘルツ分野全体に大きな進歩をもたらした。

ば 1 本の吸収線によって分子を定性・定量評価できる。

現在市販されている THz 分光スペクトル測定装置の多

つまり、周波数固定の単色テラヘルツ光でも物質を検

くがこの方式を採用している。
同じくレーザー技術進歩に従って実現された方法で、

知・定量することができるという特徴を持つ。
いっぽう、テラヘルツ波は光のような直進性を持ちつ

非線形光学結晶を利用してレーザー光を周波数変換する

つ、電波のような高い透過性を持つことを利用して、X

ことで、単色コヒーレントテラヘルツ波を発生させる方

線撮像のように透視画像で隠された物体のシルエットを

法がある（図１(b)）。本研究室で進めている半導体 GaP

得るだけではなく、同時にその物質を同定することもで

（ガリウムリン）結晶を用いた差周波発生法では、結晶

きる。例えば空港での荷物検査で違法薬物を検知しよう

中の格子振動を利用して赤外レーザー光を波長変換し、

とするとき、その薬物の種類まで特定できる。更に、違

単色テラヘルツ波を発生させている。結晶性の高い GaP

法薬物の多くは化学合成により精製されるが、これは有

結晶を利用することにより、高強度で安定性が高く、広

機分子の結晶成長が行われているということである。こ

帯域で周波数精度の高いテラヘルツ発信器が実現でき

れらの結晶も半導体のような無機結晶と同様に、結晶成

る。現状で周波数精度は MHz オーダーに達しているの

長条件により、結晶中に含有される欠陥（不純物、結晶

で、約６桁の精度が得られており、これを光源として利

多形の混入など）の種類や量が異なっていることが想像

用することによってテラヘルツレーザー分光測定装置が

できる。このわずかな欠陥の差異を指標として違法薬物

実現する（図２）。赤外線レーザーの周波数可変範囲は

の産地や精製工場までも特定できる可能性がある。

たかだか 10％程度に過ぎないが、これをテラヘルツ帯

佐々木研究室では、精度の高いテラヘルツ発信器を開

に変換することにより１桁以上の測定帯域が実現する。

発して、これを分光スペクトル測定装置光源に適用し、

このような広帯域ダイナミックレンジを持つレーザー分

主に医薬品のような有機結晶中の欠陥評価の実現を目指

光は他の周波数帯域でも見当たらない。テラヘルツ波励

している。

起用のレーザー光源は、主に光通信用に開発された連続
波ファイバーレーザーを利用しており耐久性も高いの
で、24 時間 365 日連続稼働のテラヘルツ分光測定装置

テラヘルツ光源とテラヘルツレーザー分光測定
テラヘルツ分光スペクトルの重要性は古くから認識

として利用し、医薬品・化学・生体材料・超電導材料な

されており、遠赤外分光として日本では 1950 年代から

どの評価を中心に共同研究を進めている。更に最近、テ

回折格子を用いた分散型遠赤外分光装置や FT-FIR（FT-

ラヘルツ波の高強度化とコンパクト化、操作容易化、低

Far InfraRed、フーリエ変換型遠赤外）分光装置を用い

価格化が進み、医薬品などの製造装置にも組み込むこと

た先進的な研究がある。当時の光源には高圧水銀灯を用

のできる分光システムの提供に目途がついてきた。

いており、波長掃引や検出感度に問題があり、測定に
今後の展望

要した苦労話を先達から聞く。テラヘルツという呼称
は 1980 年代から普及し始めるとともに研究開発が急速

我々の方式において、テラヘルツ波発生の要は半導体

に進んできたが、このトリガーとなったのはテラヘルツ

結晶であり、特にその結晶性が重要である。損失を少な
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くして効率的に格子振動を励起するため、赤外光を吸収
するキャリア密度と欠陥準位（Deep level）密度を減ら
すよう、ストイキオメトリ制御した完全結晶の提供を目
指している。この時、結晶成長には蒸気圧制御温度差法
（TDM・CVP: Temperature Difference Method under
Controlled Vapor Pressure）による液相成長エピタキ
シャル成長（LPE: Liquid Phase Epitaxy）装置を用い
る。成長した結晶中の欠陥評価のためにフォトキャパシ
タンス（PHCAP: Photo Capacitance）測定装置を用い
て、単色赤外光のエネルギーによって深い準位を励起し
てその密度を定量的に評価する。このように、半導体完
全結晶成長技術によってテラヘルツ波の出力と精度を向
上させることを目指している。
いっぽうテラヘルツ分光測定は、遠赤外分光と呼ばれ
た時代から多くのスペクトルデータ蓄積があるが、それ
ぞれの吸収線の帰属についてはほとんど解明されていな

図1

い。このような分子振動の帰属解明を理論的・実験的に

発生方式の例

レーザーを利用したテラヘルツ波

進めたい。前述のように高精度テラヘルツ分光測定は有
機結晶中の欠陥を高感度に定量評価できるのでこの技術
を確立するとともに、これをモニタリングツールとした
有機物の結晶成長制御技術の開発を目指す。
生体温度である 37℃ (310K) を周波数に換算すると約
6 THz に相当する。例えば、生体活動そのものや、細
胞と医薬品の反応でも、分子レベルではテラヘルツに相
当するエネルギーのやり取りが存在していると考えられ
る。このエネルギー帯の振動分光スペクトルは、生体機
能解明に直接つながる情報を含んでいると推測されるこ
とから、医療・バイオの世界からも期待されている。
“ 半導体 ” と ” 光 ” という電子工学研究所の従来得意
とする技術を活かして、テラヘルツ波という新しい周波

図2

数帯域を開拓し、有機物の評価という新しい技術に昇華

測定装置のブロック図

開発したテラヘルツレーザー分光

させて、更にこれを利用した生体・医療に関する応用開
発を目指している。

静岡大学における出会いとテラヘルツ研究の
広がり
生体計測研究部門特任准教授

神

原

大

2012 年 7 月に上智大学より佐々木哲朗先生と共に特
任教員として静岡大学電子工学研究所に赴任してきて以
来、既に２年以上の月日が経過した。我々の対象として
いる研究分野は「テラヘルツ分光」と呼ばれ、その名の
通り１THz（テラヘルツ）＝ 1012 Hz ≒ 33.3 cm-1 付近
の周波数領域で観測される液体や固体の様々な物性に関
する研究を行うものである。テラヘルツ帯では分子内の
集団運動や分子間相互作用といった大域的なモードが観
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測されることが知られており、各分子の機能に密接に関

やら 2013 年夏の神戸の国際会議（ICAVS-7）での私の

与するモードが存在すると予測されている。近年では

発表を目に止めていただき、電子工学研究所にもテラヘ

レーザー技術の発達や半導体技術の向上により、良質の

ルツ分光を研究しているということでお声掛けいただい

テラヘルツスペクトルの獲得が可能となり、医学、薬学

たらしい。こうして 2013 年 2 月には静岡大学浜松キャ

界を初めとして広く注目を集めつつある領域である。

ンパスにおいて中部支部講演会「～テラヘルツ分光の現

さて、静岡大学浜松キャンパスには工友会と呼ばれる

状と将来展望～」を開催し、成功裏に終えることができ

教職員の親睦会が存在する。主なイベントは毎年夏に開

た。さらに、奇しくも電子工学研究所が 50 周年を迎え

催されるビアパーティー、もう一つは秋に行われるバス

る 2015 年には、浜松市において国際会議 International

旅行／会食で、私の赴任直後の 2012 年 8 月にも、この

Symposium on Frontier of Terahertz Technology (FTT

ビアパーティーがホテルコンコルド浜松にて催された。

2015) の開催も予定されていることもあり、静岡大学に

「親睦」という大義名分を伴ってビールをたくさんいた

おけるテラヘルツ研究はますます盛り上がりを見せてい

だけるとなっては取るものも取り敢えず、嬉々として会

る。このように静岡大学電子工学研究所の一員としてテ

場にかけつけた。とは言え赴任後 1 カ月そこそこのこと

ラヘルツ研究を実施しているうちに、様々な分野でご活

である。会場で周りを見渡してみても見知った顔などあ

躍の諸先生方とお近づきになり、意見交換の機会に恵ま

るはずもない。思い切って円卓の 1 つに飛び込み、何と

れていることは私の研究人生にとって本当に幸せなこと

か腰を落ち着けることができ、三村所長の「乾杯！」の

と感じている。今後もこれらのご縁を無駄にすることな

合図とともに、キンキンに冷えたビールを流し込んだ。

く、更なるテラヘルツ研究の発展に尽力したい。

ビールの泡を見つめながらこれから始まる浜松での単身
赴任生活に思いを馳せていたところ、「もしもし、失礼
ですが。」と、スーツをスマートに着こなす隣席の紳士
から話しかけていただいた。恐縮しつつもその紳士のお
名前を伺うと、何とテラヘルツ業界ではご高名の廣本
宣久先生（現静岡大学大学院工学研究科 機械工学専攻）
その人であった！私自身、お名前は存じ上げてはいたも
のの面識はなく、この日が初対面であった。思わぬ有名
人とのお近づきの機会に恵まれ、当初は緊張頻りだった
のだが、ビアパーティーの和気あいあいとした雰囲気
と廣本先生のお人柄に触れ、会が開けるころにはすっか
りリラックスしてお話しさせていただいた。ビアパー
ティー以降も廣本先生とは機会があるごとに（居酒屋な
ど？）お声掛けいただき、浜松での単身生活が明るいも
のとなる一因となっている。もちろんテラヘルツ研究の
方でも、この時のご縁がもとでいくつかの共同研究を遂
行させていただいており、本年度（2014 年度）の応用
物理学会や生物物理学会にて発表を行うなど、着々と成
果を積み重ねつつある状態である。
一方、静岡大学教育学部の鳥居肇先生からは昨年末
（2013 年末）に１通のメールをいただいた。鳥居先生は
計算化学の手法を用いて水素結合などのダイナミクスを
ご研究で、近年テラヘルツ領域の計算にも力を入れられ
ている。2008 年に溶液化学研究会学術賞を受賞された
際にお名前とお顔を存じ上げてはいたものの、これまで
直接お話をする機会には恵まれていなかった。メールの
内容は、「日本分光学会中部支部の講演会としてテラヘ
ルツ関係の研究会を計画している」ということで、私も
世話人として加わるように、という依頼であった。どう
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第 VIII 部

元在籍教職員及び卒業生
からの寄稿

五十周年に寄せて

色のＡ r イオンレーザは消えており、まさしく真っ暗。
煙の出所は何所だっ。急いで懐中電灯を。煙は実験台下
元技術職員

鈴

木

佳

子

のレーザー用電源筐体の中からだった。何も考えずに主
スイッチを落とす。途端に筐体中のトランスから炎が上

最近、研究所を去る折に持ち物を詰め込んだまま放置

がった。消火器の在りかはすぐ頭に浮かんだが、ここで

していた段ボール箱を開けました。計算尺、関数電卓、

粉末をまき散らす訳にはいかない。とにかく運び出さね

雲形定規、ロットリングセット等など、浦島太郎の玉手

ば、50kg はあったろうか。熱い。実験台下から引きず

箱ほどではありませんが、研究所で過ごした四十年余の

り出し、電源ケーブルとレーザー本体への給電ケーブル

歳月が「ギュッ」と詰まっていました。どれもみなその

コネクタを外すまでに数十秒もかからなかったろうが、

時代の研究所、研究室そして、毎日を共にした職員の皆

炎が大きくなり筐体から出始めた。当該場所から２重の

様、学生の顔を思い出させる道具でした。

ドアをぬけて廊下の窓際まで６，７メートルを引きずっ

五十年前、数字データーの処理に無くてはならない必

たか、抱えたかよく覚えていない。粉末消火器を思い切

需品が計算尺だったこと、教授室にガリガリとハンドル

り放射した。炎はきえた。機器損傷だけで重大事故にな

を回すと加減乗除計算をする「計算機」があったことも

らなくて良かった。教授への報告は研究室へ来られてか

思い出しました。実験室のテーブルに電卓が加わったの

らにしよう。手が痛い。見れば左右とも手の平が真っ

は、確か 1970 年代に入ってからでした。ほどなく、関

赤、そしてふくれあがった。にわかにメーカーへの腹立

数電卓が、研究室予算で購入できる価格になって、計

ちがつのった。
立方晶 SiC の 1.5 Ｋにおける蛍光発光の分光スペクト

算尺は引き出しの奥に入りました。1980 年台になると、
ＰＣ時代がやって来て、手書きやタイプライタによる文

ルを回折格子分光器で天体撮影用の超微粒子写真乾板を

書作成作業は、コンピュータ上での作業になり、文章

用いて測定中だった。露光時間は２０時間でその半ばで

の修正や再利用などが容易になった感激は今なお新鮮

の事故。

です。やがて関数電卓も excel ソフトの出現で役目を終

試料は液体ヘリウムの中にジャブ漬け、その容器を液

え、雲形定規やロットリングセットと一緒に、箱の底に

体窒素の中に浸す。何れの容器もガラス製の所謂魔法瓶

入ったままになりました。

で、液体ヘリウム用の容器は、ヘリウムガスが石英ガラ

この半世紀、科学技術とりわけ電子工学の進展は激流

ス部を透過して真空度が劣化するため、毎回２時間ほど

の勢いであったように思います。

かけて真空引きをする。試料をセットした後、液体ヘリ

その勢いを常に感じながら、電子工学研究所で仕事をし

ウム容器を液体窒素容器にセットして２時間ほど冷却す

た頃を、しみじみ振り返っみますと、そういう時代を経

る。その間液体ヘリウム製造装置を運転して貰う。液化

て、今日に来ているなと思います。過ぎたことには執着

開始までに２時間、１０リットルの液体ヘリウムが出来

しませんが、この事はふとではなく、常にそう思って感

るのに５時間ほどようする。７リットルほどの液体ヘリ

謝しています。

ウムを充填し終えるのはたいてい午后４時過ぎである。

最 後 に な り ま し た が、 静 岡 大 学 電 子 工 学 研 究 所

準備はまだまだ続く。容器の液体へリウム（4.2K）を

の 弥 栄 を 祈 念 し、 五 十 周 年 の お 祝 い と 致 し ま す。

ロータリーポンプで排気し、蒸気圧を 5mmHg 程度に

2014 年 9 月記

して液体ヘリウム即ち試料温度を 1.6K まで下げる。光
軸を合わせ、アルゴンレーザーで励起して露光を開始で
きるのは午後７時ころか。

電子物理研究室にて

件の電源装置は日ならずして修理して納入された。手
のひらの火傷のお見舞いは瓶ビール１ケースだった。そ

名誉教授（元電研助手）桒

原

弘

の頃研究室の住人は１０人を下らなかったと記憶してい
る。
私と電子物理研究室との関わりは昭和 38 年 4 月から

あっ、煙が・・・
午前４時ころ、夏の夜明けは早い。２時間毎のクライ
オスタットへの液体窒素追加注入時刻だ。いつものよう

同 52 年 3 月まで、卒業研究生、大学院修士課程及びそ
の後の助手としてであった。

に懐中電灯を手にして実験室のドアを開けた途端、強烈

昭和３８年、同研究室で成田教授の指導の下に日本で

なにおいと煙にみまわれた。すわ一大事と､ 暗幕で仕切

始めて GaAs レザー発振が成功したが、卒研で同テーマ

られた実験現場へ飛び込む。煌々と輝いているはずの緑

の研究に参加できたことは貴重な体験だった。１ミリ角
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の GaAs ダイオードの作製は殆どが手作業、貴重な試料

用いる硫化水素ガスのひどい匂いには悩まされたが、暗

を床に落とし探し回ることも一度ならず。発光特性の評

室で見た蛍光体の審美的な輝きは、今でも鮮明に記憶に

価に低温（７７Ｋ）での発光スペクトルの測定が欠かせ

残っている。同時に、微妙な実験条件の違いで様々に変

ないが、分光器の波長を代えて１点、１点、計測値を読

わる蛍光色の不思議さや面白さに、次第に研究への意欲

み取り、記録する。暗室がない為これは深夜に行う。先

を掻き立てられていった。高木先生はテーマを与えた後

輩を手伝い、実験条件を変えて何度徹夜をしたことか。

は、学生の自由な研究活動に任せるという方針であった

実験に成功した時は２人で下町へ出かけて、小生意気に

ので、私の実験結果や発表を聞いて、イライラ、ハラハ

も祝杯をあげた懐かしい思い出がある。

ラの連続であったのではないかと想像する。今思えば、

電子物理研究室での SiC の研究は私の修士課程から

稚拙な研究ではあったが、私にとっては、固体中の電子

で、1500℃を越す高温での結晶成長法の開発や主として

挙動の重要さを学ぶことが出来、その後の材料化学の考

蛍光発光特性から不純物に付いての研究が昭和５２年の

え方の基礎になったと思っている。
当時、研究所には、著名な先生方が在籍され学会で活

春まで続けられた。上の事件は昭和 49 年の夏と覚えて

躍されていた。私は化学出身で分野が違うということ

いる。
研究室の思い出は山ほどある。春は花見、秋の 1 泊旅

で、その先生方と接する機会をほとんど持たず、研究発

行、ヘリウム液化機第 1 次導入時の出来事等々。苦労話

展の好機を逸したことは、今になってつくづく残念に思

も尽きないが何れも今は昔。残念ながら紙面がたりな

う。異分野交流の重要性が叫ばれる今日、若い人達に

い。

は、自分とは異なる分野の先生方と議論することを積極
的に進めて頂きたい。環境、エネルギー、情報処理、医
療などに関わる諸問題は複雑で、それらの課題を解決す

電子工学研究所の思い出

るためには、一人の能力ではどうしようもなく、異なる
分野の知識や技術を取り入れ協力し合うことが極めて重
伊

藤

節

郎

要である。電子工学研究所は、そのようなことが出来る
場で在り続けてほしいと願っている。
卒業後、長い間研究所を訪れる機会はなかったが、数

“ 光陰矢の如し ”、かれこれ半世紀にもなる。
昭和 44 年から 46 年までの 2 年間、私は大学院生として

年前、テニュア審査委員を拝命し、浜松キャンパスを何

電子工学研究所に席を置いた。卒業研究を工学部工業化

回か訪れる機会があり、若い研究者の素晴らしい研究成

学科で終了した私は、その後どこへ進むか迷っていた。

果を聞き、電子工学研究所の健在ぶりを知ることが出来

当時、日本は所得倍増政策が達成され、GNP は世界第

た。今後の更なる発展を期待したい。

２位となり、経済は高度成長期から安定成長期へ向か

私は、大学院時代からずっと材料化学の研究に携わっ

う時期であった。新しい産業技術の発展が強く望まれて

てきたが、昨年、常勤職を離れ自由の身になった。振り

いた時代であった。そんな時、工業化学科の隣に聳える

返ってみると、その時々は、一生懸命研究をしてきたよ

電子工学研究所は次世代を切り拓く先端的研究所として

うに思うが、どれほどのものであったか疑問に思うこと

輝いているように思われた。研究所には高木克己教授率

ばかりである。若い研究者には、今という時間を大切に

いる材料化学研究室があり、電子工学だけでなく化学分

過ごし、悔いのない仕事をしてほしいと切に願う。“ 少

野の学生も受け入れていた。そんなわけで、確固たる信

年老い易く、学成り難し ”。

念があったわけではないが、私はこの研究室を選んでい
た。新しい技術への一種の憧れもあったかもしれない。
高木研究室は、電研ビルの玄関を入ってすぐ右側の

ガラス細工室の思い出

１、２階のフロアーにあった。研究室では、高木教授の
他に、助教授、助手、技官の 5 人の職員と院生、学生、

元技術職員

平

賀

高

成

研究生の陣容で、ディスプレイや表示デバイスに用いる
硫化亜鉛、硫化カドミウム、希土類酸化物などの蛍光体

私は 1973 年 4 月から 1986 年 10 月まで電子工学研究

に関する研究を行っていた。ブラウン管型のカラー TV

所の硝子細工室でお世話になりました。当時の硝子細工

が急速に広まりつつある時代で、正に発展する産業に役

の師匠は浦田孝延さんでした。映画俳優の上原兼に似て

立つ研究が進められていた。私は、硫化亜鉛粉末の焼成

いて、いつもスーツにネクタイという姿で出勤していま

条件と発光特性に関するテーマで研究を始めた。焼成に

した。生年月日は大正 12 年 4 月 8 日で、「私は御釈迦さ
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んと同じ日に生まれた」とよく言われ、走り高跳びのオ

にいるような衝撃を受けました。こうしたみなさんの努

リンピック候補にもなった人でした。

力や奮闘が電子工学研究所に引きつがれているのだと強

また、浦田さんの父親は九州の細川藩にゆかりのある

く思いました。
電 子 工 学 研 究 所 の 50 周 年 お め で と う ご ざ い ま す。

人で、浦田天鹿（てんろく）という絵描きで早くして亡

益々のご発展を祈っています。

くなられたため、弟や妹の父親代わりとして 10 代の頃
から働いて一家を支えてきたそうです。
私も 9 歳の時に母が 36 歳で 3 人の子供を残し亡くな
り、そんな生い立ちにも共感することもあったらしく良

在職期間を振り返りながら

く目にかけていただきました。
硝子細工室では、まず基本は吹き形成（ガラスブロー

元事務長

大

畑

直

道

ウィングと説明されていた）をしていくためには、ガラ
ス管をバーナーで均一に焼き、両方の手で回しながら

電子工学研究所は、昭和 40 年に新制大学で唯一の理

引っ張ります。あまり早く引っ張ると、ガラスの肉厚が

工系附置研究所として設置され、平成 27 年に創設 50 周

ペラペラになり、次の段階では細く伸ばした部分を回転

年を迎えるという歴史の中で、私が研究所に在職した

の軸にして次の作業に移ることができません。そのため

のは、平成 20 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで

にも一定のガラス量を溶かし厚さ２～３ミリの厚さにな

の僅か三年間であったが、私にとっては、初めての浜松

るように、太さも鉛筆のくらいでねじらずに伸ばしてい

キャンパスでの勤務となり、ここで定年退職を迎えるこ

くわけです。こうした基本的なことは毎日練習し、浦田

とになったこと、また、自宅からの通勤時間が新幹線

さんのする仕事は横について見ながら技術を習得してい

を利用して片道約 2.5 時間も要したため、満足に職責を

くわけです。

果たすことはできなかったけれど、職場の皆様の協力と

硝子細工は作業を手早くやっていかないと、温度差が

家族の支援もあって、無事大過なく過ごすことができた

できると歪ができ亀裂が入り、最悪の場合は割れてしま

ことに感謝しております。この在職期間を振り返りなが

います。複雑な 2 重 3 重の封じ込みや、金属の電極など

ら、特筆すべき活動内容について、記述してみました。

が入る封じ込みなど作業をしながらハラハラ、ドキドキ
です。大きな製品をつくるときにはバーナーの炎も大き

（１） 平成 21 年度には、全国共同利用・共同研究拠点

くなるので輻射熱で腹から胸にかけて赤い縞模様がよく

の研究施設として申請したが、研究所は認定されなかっ

できました。しかし、完成した時の達成感は大きなもの

た。その理由としては、共同利用に資する大型の共同研

がありました。

究装置がないこと。審査結果には、「研究の実績は評価

硝子細工師は、ヒックマンポンプ（高真空を作るため

できる」と書かれており、研究実績・質では他大学の附

のガラス製の分子流ポンプ）ができて一人前と認められ

置研・センターに決して引けを取っているわけではなか

ます。個人差はありますが、大体 10 年で一人前となり

つた。その証拠に「極限画像ナノビジョンサイエンスの

ます。それができたときは、これでガラス細工で身を立

研究」は文部科学省特別教育研究経費（平成 21 ～ 25 年

てていくのだという気持でした。

度）に採択された。これ以後、公募型の共同利用・共同

当時の研究所は、研究所だけでなく研究室でも旅行に

研究プロジェクト等を積極的に推進し、多くの成果を上

いきました。硝子細工室も所属していた真空管研究室で

げたため、平成 25 年 4 月に全国共同利用・共同研究拠

行った高山の一泊旅行などはよく覚えています。西田亮

点「イメージングデバイス研究拠点」に認定された。

三教授が旅館の水が冷たくて「これならすぐハイボール
が作れる」と喜んだ一言はなぜか記憶に残っています。
私も 32 歳で退職して 28 年がたちました。数年前に和
地山の城北図書館に寄ったさいに、何とテレビのブラウ
ン管をつくるために奮闘していた、当時の電子工学研究

（２） 文部科学省 21 世紀ＣＯＥプログラムに採択され、
創造科学技術大学院自然科学系教育部ナノビジョン工学
専攻の教育研究拠点として事業推進した。
「ナノビジョンサイエンスの拠点創成」（平成 16 ～ 20 年

所のメンバーの大きな写真の前に、当時のブラウン管や

度）：拠点リーダー

撮像管などが展示されていました。すでに師匠の浦田さ

コアメンバーとして参加。中間評価及び事後評価は、最

んも亡くなった後でしたが、まだ若かりし頃の浦田さん

高評価となる。

をはじめ、西田先生など、私の知っているみなさんの姿

（ 平 成 16 年 度

がありました。写真ではありましたが本当に生きてそこ

平成 18 年度
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三村所長

ほか研究所から６名が

8,800 万 円、 平 成 17 年 度
8,038 万円、平成 19 年度

8,500 万 円、

8,100 万円、平

成 20 年度

8,300 万円

総計

Television」と題して講演が行われた。

41,738 万円）

なお、福田安生名誉教授（前電子工学研究所長）か
平成 21 年 2 月には、21 世紀ＣＯＥプログラムの評価・

ら、同賞を認定・授与のため、多大な尽力をいただき、

検証を踏まえ、その基本的な考え方を継承しつつ、大学

併せて、同受賞記念式典の企画・立案及び関係機関との

院の教育研究機能を一層充実・強化し、国際的に卓越し

折衝などおいても全面的な協力と支援をいただいた。

た研究基盤の下で世界をリードする創造的な人材育成を
図るため、国際的に卓越した教育研究拠点の形成を重点
的に支援し、もって、国際競争力のある大学づくりを推
進することを目的にした事業である「グローバル COE

静岡大学電子工学研究所と浜松ホトニクス株
式会社

プログラム」に研究所６名のコアメンバーが中心となり
応募申請書類を作成し申請したが、残念ながら不採択と
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武

村

光

隆

なった。
少し前ちょっとびっくりしたニュースがあった。京都
（３）文部科学省浜松地域知的クラスター ( オプトロニ

大学への警察官立ち入り事件である。この事件は中核派

クス ) 事業を推進した。

の暴力行為に端を発しているとのことであったが、今で

第Ⅰ期（平成 14 ～ 18 年度）

もまだ学生運動というか中核派なるものが存在していた

事後評価は、最高評価となる。
平成 18 年 6 月

のは正直驚きであった。

文部科学大臣賞（事業推進担当者

ガリ版刷りのアジビラや特徴ある、そして何となく心

川人教授）を受賞する。

に響く大きな文字で書かれたプラカード（看板といの

第Ⅱ期（平成 19 ～ 23 年度）

が正しいかな）、さらには一部ロックアウトまであった

中間評価は、最高評価となる。

静岡の教養課程を修了して、私が浜松に来たのが 1969
年。そう東大安田講堂事件があった年でした。そのころ

（４）文部科学省特別経費（プロジェクト分：国際的に卓
越した教育研究拠点の充実）

浜松のキャンパスといえば良き時代の名残のような校舎
が多い中で、電子工学研究所（電研）だけは異質で威厳

「異分野技術の融合による革新的画像工学創成事業」が

のある雰囲気を醸し出していた。そんな訳で電気電子専

採択される。（平成 21 年度：8,000 万円、平成 22 年度：

攻の学生にとっては電研で卒業研究をするのがある種の

7,500 万円）

ステイタスみたいになっていた。そんな電気系の学生だ
けでなく学生たちは殆どがいわゆるノンポリ学生の集ま

（５） 国際電気電子学会（IEEE）マイルストーン賞認
定（平成 21 年）される。

日だったと思う。でもそこはその時代の学生であったた

高柳健次郎博士によるテレビジョン研究・教育・産業
化の歴史的功績による。
マイルストーン

め、多かれ少なかれ学生運動の影響は受けていたよう
で、カリキュラム編成の改善を要求して、先生方を電子

平成 21 年 11 月 12 日、浜松キャンパス佐鳴会館でＩ
ＥＥＥ

りで、学生運動は皆無とまではいかないものの平穏な毎

受賞記念式典を開催した。

科の学生たちとの団交の場に引っ張り出しこともありま
した。ちょっとした思い出です。

同受賞記念式典は、記念銘板贈呈・除幕式、式典、祝賀
会の三部構成で行われ、文部科学省学術機関課
己研究調整官、IEEE 代表者
興

小山晴

Alexander Magoun 氏、

さて私はめでたく電研での卒業研究を受けられること
になり、それに続いて大学院でも電研の先生方のお世話
になることになりました。その時浜松テレビ（現在の浜

直孝学長ら約 100 名が列席され、浜松キャンパス正

松ホトニクス）からの研究生も誰かは必ずいて、その人

門前の高柳氏の胸像の隣に設置された銘板を埋め込んだ

たちにいろいろ教えてもらったり、自由な雰囲気に触れ

記念碑の除幕等が行われた。

たことも私が浜松テレビに入社したひとつの要素だった

また、式典では、文部科学省研究振興局長

磯田文

と思います。研究活動に不熱心な私にとってその当時の

雄氏 ( 小山研究調整官代読 )、映像情報メディア学会副

勉強や研究の思い出はないに等しいのですが、先生方や

会長

技官の方々との事は今でも思い出します。ガラス細工の

羽鳥好律氏などから祝辞が述べられ、特別講演

では、元東工大学長

末松安晴氏から、「テレビジョ

部屋で見た札幌オリンピックの映像は今でも残っている

ン事始とディスプレーの発展」、David Sarnoff Library

のです。そんな私でもなんとか修士課程を修了させてい

館長 Alexander Magoun 氏から、「The Life Story of

ただいたのは、本当に当時の先生方のお蔭だと思ってい
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ます。そしてその後に今度は研究生としてまた電研にお
世話になるのですが、それほど当時は電研と浜松テレビ
との関係は深かったのだと思います。私にとっても電研
で経験したいろいろな事柄が、会社での仕事を続けてこ
られたことに大きな役割を果たしていると思っていま
す。しかしその後社名が浜松ホトニクスに変更になった
ためではないだろうが、何故か電研と浜松ホトニクスの
関係は薄くなってきてしまったと感じたのは私だけなの
だろうか。
2013 年に静岡大学、浜松医科大学、光産業創生大学

屋上にて（後ろは高校、真砂様と）

院大学、そして浜松ホトニクスは、ここ浜松を光の先端
都市にすべく浜松光宣言を行いました。こうした宣言を
したからと言ってすぐに何かが劇的に変わることはない

そこに緊張しながら受付を済ませてお会いしたのが材

かも知れませんが、静大そして電研と浜松ホトニクスが

料研究室の高木克巳先生でした。九州の田舎から出てき

新たなコラボレーションのきっかけとなれば、こんなに

たばかりの私に終始にこやかなお顔で面接していただ

嬉しいことはありません。実際少し前から電研の先生方

き、次の日から真砂助手の下でお手伝いさせていただく

との共同研究も少しは行われていますので、良い関係を

ことになりました。

再構築していく中で、先生方にはいろいろ教えてもらお

実験室は最上階にあり ZnS 系の蛍光体結晶製作に用

うと思っています。そんな様子を空の高い所から高柳健

いる電気炉が並び、硫化水素の臭いもしておりました

次郎先生と堀内平八郎さんが見ているのでしょうから。

が、窓を開けなくとも自然にドラフトとしても機能する
ほど老朽化のため換気の良さがあったような部屋でし
た。

1964-1967 年頃の電子工学研究所の思い出

私の最初の業務は当時でもかなり年季が入ったベック
マン社の分光光度計で蛍光体の発光スペクトルを測定す

椎

葉

至

ることでした。紫外線で励起した発光は勿論ですがヒマ
シ油で練ってペースト状にした蛍光体を自作した Sn 系

裏庭から眺めると繁茂した草木の中に残る廃墟を思わ

の透明電極に挟んだ EL 発光の測定もありました。これ

せる建物、でも通りから正面を見ると歴史を感じさせる

に関して高木先生が熱く語っておられたことがありまし

風格、正門の両脇には純白の花をつけたハマナスの生垣

た。それは、｢今は夢物語だけど壁掛けテレビに繋がる

が長く続き、片側は隣の市立女子高校までのびておりま

可能性があるし、印加する周波数を変えれば発光色も変

した。今は記念碑が建てられている広沢にあった現在の

化するので車の塗装の代わりに使えばツマミを回すだけ

大学構内に移転する直前の研究所です。1964 年春 4 月

で車の色も自由に変えられるなど、いい研究なので頑張

の光景が 50 年経た現在でも鮮明に印象に残っています。

りなさい｣ とゆうことでした。この方式の EL はテレビ
までは発展しませんでしたが、壁に掛けられるテレビは
現在では何処の家庭にも有るプラズマや液晶テレビのフ
ラットパネルデｲスプレイとして高木先生の思いは花開
いています。車のボディカラーが自由に変えられる技術
の実現も夢ではないかもしれません。
広沢の建物からは数ヶ月後には現在の建物に引っ越し
ましたが、眩いばかりの新しい部屋と前述の分光光度計
など古い装置との新旧のコントラストが目に焼きついて
います。人員も古根村技官に加え鈴木技官も来られて、

広沢の建物（裏庭から）

中西洋一郎様（現在の名誉教授）、松本様や学生、企業
の方も増えて一気に賑やかになりました。
研究室は研究や勉学は勿論ですが、全員で伊豆や大島へ
旅行に行ったり、舘山寺から対岸まで浜名湖横断遠泳を
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やったりなど、絆を深めることにも時間を惜しまない

電子工学研究所創立５０周年おめでとうござ
います

「材料研究室」でした。

元応用物性助手

野

村

卓

志

先日、静大工学部大学祭であるテクノフェスタに、学
生時代の仲間とともに訪れました。出身学科である電子
工学科や電気工学科の展示を中心に見て回ったのです
が、研究室も教室設備も新しくなっていて活気が感じら
れました。露天などが出ていて多くの人で賑わっている
キャンパスを歩いてみると、事務棟が建て替えられてガ
ラス張りの大きな建物になっているのが目につきまし

1967 年電研の玄関にて

た。また、新しい図書館が建設中でもあり、私たちが

私は工業短期大学部の夜学生としてお世話になりまし

知っているキャンパスの光景とは変わっていてなんとな

た。３年間の短い勤務でしたがその間に多くの方にいろ

く落ち着かない気分の中で、研究所の正面は変わらず落

いろな事を教えて頂き、人生論も熱く語っていただきま

ち着いた佇まいにあるのを拝見しました。

した。高木先生からは生活費の一部援助してもらうなど

電子工学研究所には、卒研生の時から萩野研究室でお

（後年少しずつお返ししましたが）、皆様には大変お世話

世話になりました。研究テーマは「分子線エピタキシー

になり、いろいろな経験もさせていただきました。その

（molecular beam epitaxy, MBE）の結晶成長を使って

お陰でその後の私の生き方と仕事が決まりました。高木

半導体ベースの透過型光電面を実現する」でした。右も

先生から紹介していただいた企業で最初に携った NHK

左もわからぬ学生だったのですが、萩野先生や宮尾先

等のスタジオカメラに用いられていた放送用撮像管をス

生、そして粟野さんが丁寧に指導して育ててくださいま

タートに家庭ビデオ用撮像管、ブラウン管、プラズマデ

した。学生の時には大学で職を得ることは考えていな

ｲスプレイ、退職時の液晶デｲスプレイまで、テレビ発祥

かったのですが、萩野先生に機会を与えていただいて研

の地浜松で動機付けしていただいたテレビ関係の仕事に

究所に職を得ることができました。
卒研の最初の研究テーマは分子線源の強度分布の計算

関わり続けて、技術の発展に沿って幅広くしかも長く続

と実験でした。S-100BUS のパーソナルコンピューター

けてこられたことに幾ら感謝してもしきれません。
この 50 年間に電子工学研究所を巣立たれた職員・関

（PC）を使ってプログラミングを行いました。ROM-

係の方々、多くの学生様もその時代々に私と同じ想いを

BASIC を採用した PC が一般的だった頃に、OS を搭載

されているのではないでしょうか。これからも電子工学

したマシンを使えたのはとても良かったです。計算で決

研究所が研究・技術と心のよりどころとして発展される

定した最適形状の分子線源を実際に作って銀をガラス板

ことを心よりお祈り致します。

に蒸着し、厚みの分布を測って計算結果を検証しまし
た。このあと、研究室に東芝の UNIX 機である UX300
が導入されました。初期の日本語 UNIX に触れてシス
テム管理を行い、C 言語で計算やグラフ表示のプログラ
ムを書グラフだけでなく、文書エディタの ex や vi、文
書整形システムの nroff に触れたことはたいへんいい経
験となりました。論文を vi と nroff で書いたことをよ
く覚えています。のちに、UNIX が iOS やアンドロイド
などのスマートフォンの OS としてこんなに身近なもの
になるとは、当時は想像もしませんでした。
結晶成長の実験には温度コントロールがつきものです
が、最初は手動であった PID 温度調節器とシャッター

舘山寺～浜名湖横断遠泳

を S-100BUS のコンピュータでコントロールするように
なり、そのプログラムを Pascal MT+ で作りました。C
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と Pascal に触れたことで、構造化プログラミングとモ

やりたいとの思いから卒業研究では、クロロフィルの基

ジュール化について学びました。このように、大型コン

本骨格を有するポルフィリンを自己組織化させた光捕集

ピュータとはまた異なる方向の先進的なコンピュータを

アンテナ錯体を作ることをテーマとして取り組んでい

利用できたことは、とても良い環境だったと感じていま

た。当時の電研のパンフレットを見ながら大学院の研究

す。

室の受け入れ先を検討していると、伊ヶ﨑泰宏先生が太

1994 年には文部省在外研究員として、MBE の権威の

陽電池の材料（主に ZnO 電極）を研究しており、話を

一人であるロンドン大学インペリアルカレッジのブルー

伺いに行った。これまでの研究内容を話すと興味をもっ

ス・ジョイス教授の研究室で１年過ごさせていただきま

て頂き、それなら卒業研究で作ったポルフィリンを使っ

した。本家とも言える研究室で MBE の中心的論文を生

て太陽電池を作ったら、と言って頂いた。平成４年の４

み出した装置を使って実験を行ったことは他では得られ

月から太陽電池への応用プロジェクトが始まった。当

ない経験でした。また、せっかく英国に来たのだからと

時、伊ヶ﨑先生は超伝導材料を研究していた福田安生先

英語の習得に努め、日常生活を含めて日本語に触れない

生と一緒に、福田・伊ヶ﨑研で研究室行事を行ってお

生活を送ってみました。数年前に、英語の実力を測ろ

り、福田先生には、有機超伝導材料としての可能性や評

うと TOEIC を受けたのですが、英国留学の効果は大き

価法等についてアドバイスを頂いた。研究室は大所帯

かったように思います。

で、助手の眞田先生や技官の鈴木さん（茶道部でお世話

その後、縁あって現職の静岡文化芸術大学に移り、

になりました）、ドクターコースやマスターコースの先

情報リテラシー教育に携わるようになりました。コン

輩方が個性的で毎日とても楽しかった。研究室で固体物

ピュータの利用環境も、開学当時の PC 中心の時代か

理のゼミがあったのも化学出身の私としては、とても勉

ら、インターネットの発展と普及、クラウドコンピュー

強になった。ある日、先輩から面白いものがあると言わ

ティングと組み合わせたスマートフォン、タブレットな

れ、ついて行くとそこは電研の建物の床下で、何やら大

どのモバイル機器の利用とめまぐるしく変わってきてい

きな丸底フラスコの様なものがゴロゴロところがってい

ますが、これらの変化に対応する能力も研究所時代に身

た。よく見るとフラスコの底には蛍光塗料の様なものが

につけさせてもらったものと感じています。

塗られており、口の所には電子線を発生させる様な装置

研究所時代には、自由にのびのびと研究テーマに取り

が取り付けられていた。コレはもしかして初期のテレビ

組むことができたと感じています。そのような研究環境

ジョン！？お宝発見である。１００年後にはプレミアが

を与えていただいた萩野先生と電子工学研究所の皆様に

付いて高く売れるのではなどと冗談を言っていたが、電

は大変感謝しています。創立５０周年を経て、電子工学

研がまさに過去の研究者たちの努力の上に建っているの

研究所がさらに発展してゆくことを願っています。

だと思うと感慨深いものがあった。私が電研にいたのは
マスターコースの２年間だけでドクターコースは４年生
の時の指導教員に戻ったが、電研での生活は、異分野と

私と電研とのかかわり

の融合もあり私にとってはとても新鮮で充実していた。
また、同期の学生にも恵まれていた。（電研で同期の藤

岐阜大学工学部化学生命工学科准教授

宮

地

秀

和

原君（伊ヶ﨑研）、下村君（福田研）、川井君（長村研）
は、ドクターコースに進学し、下村君と川井君は静岡大

私と電研（電子工学研究所）とのかかわりはこうであ

学の教員として活躍している。）

る。大学４年生の時、大学院入学試験後、当時の指導教

あれから、２０年以上の歳月が経ったが、私は未だに

員であった工学部の小夫家芳明先生から呼び出され、研

ポルフィリンを用いた太陽電池の研究を続けている。今

究室には残れないので他の研究室に移るようにと言われ

では、ZnO や TiO2 に吸着するアンカー部位を持った自

た。同じ研究室で４人が大学院進学希望で全員合格点で

己組織化ポルフィリンを色素増感太陽電池に用いること

あったのだが残れるのは２人であとの２人はどこか他の

で変換効率の向上に至っている。考えてみれば、電研で

研究室へ移らなくならず、私は後者の落ちこぼれ組に

の２年間があったからこそ今の自分があるのだとつくづ

なってしまった。どうしたらよいか悩んでいるときに紹

く思う。はじめは落ちこぼれで不本意に行くことになっ

介されたのが電研であった。当時、私は工学部材料精密

た電研ですが、暖かく迎い入れられ、とにかくやってみ

化学科の４年生で卒業研究は真面目に朝早くから夜遅く

ては、と言って頂いた当時の電研の先生方の寛大さには

まで取り組んでいた。元々、化学が好きで高校時代は化

感謝が尽きません。

学部の部長を務めており、大学では人工光合成の研究が
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感謝を申し上げたい。
ステップアップのため学外への転出を模索する中、
2008 年、三村所長の下、電研の准教授として任用して
いただいたことによって、次のステージが開けた。自分
の手と頭で研究を進めることができた助手・助教時代と
は大分異なり、今度は学生のモチベーションを掻き立て
ながらリードするというスタンスが必要になった。最近
になってやっと学生の手綱を引く要領を掴みかけてきた
ところであり、当時の福田先生の「どうだ？」を真似て
いる。
2013 年における学内改組によって、電研から工学研
究科に席を移すこととなったが、私のこれまでの研究人

大学院生の頃（平成 4 年）の写真

生の大半が電研と共にあった。現在の私を育ててくれた
のは、恩師の指導と実験装置を含めた自由な研究環境に

恩師と研究環境への感謝
静岡大学大学院工学研究科

あったことは間違いない。
教授

下

村

勝

私は 1991 年 4 月に電研の福田安生教授の研究室に卒
研生として配属となった。直前に書籍でシリコン表面の
原子像を見たこと、超電導という言葉の響きに惹かれた
事が研究室決定の要因となった。福田先生と当時助手を
されていた眞田則明先生の丁寧な指導の下、私の研究生
活の船出は極めて充実していた。逆光電子分光装置の開
発というテーマを与えてもらい、大きな自由度の中で研
究を進めることができた。福田先生が夕方実験室まで見
回りに来て、「どうだ？」とよく聞かれたことを覚えて

1994 年当時の福田・伊ヶ崎研集合写真（電研会議室に

いる。今思えば、口頭で実験状況を説明することは、自

て）．１列目（左から）鈴木技官、伊ヶ崎助教授、福田

分の頭の中を整理するのに大変役立っていた。一人の人

教授、眞田助手、２列目：仲、竹内、伊藤、村田、金田、

間として考えると、鈴木佳子技官との出会いもとても重

原田、平田、３列目：栗田、須山、下村、藤原、本庄、

要であった。私の基盤となる生き方、考え方、振る舞い

神間．

はこのとき培われたと思う。当時、共に過ごした先輩、
後輩にも恵まれ、日々様々な議論をしたことが現在の糧
となっている。博士課程の１年次に、福田先生から半年

超伝導材料研究室の未発表研究成果について

間デンマークのコペンハーゲン大学に留学する機会を与
えてもらった。この経験があったことが、博士取得後に

1998 年卒業 超伝導隠密同心

金

田

源

太

東北大学に助手として赴任する大きな要因になったと思
う。

本論文では 1993 年から 1998 年までの研究の中で未発

2002 年、福田先生からお誘いいただき、東北大学か

表と思われる成果およびこの時期に見聞した出来事を厳

ら電研に戻ってくることとなった。母校に戻り、よく

選して集めてみた。学生たちは夜遅くまで研究に打ち込

知った環境で研究を進めるのは楽しい日々であった。た

んでいるが発表までたどり着くのはごく一部であった。

だ、30 代半ばを過ぎると、研究者として独り立ちした

尚、ここでの研究とは限られたコストでいかに学生生活

いという気持ちが強くなり、いわゆる反抗期の子供のよ

を楽しむかというテーマも含まれる。

うに自我を押し通す場面が増えて、福田先生には大変ご

当時はスマホなどなく、インターネットが始まったば

迷惑をおかけしたことと思う。そのような中でも、自由

かりで、個人でパソコンを持っていることが名誉であっ

に研究を進めることを許してくれた福田先生に心からの

た。” 持ってるだけで賢そう、持ってるだけで仕事でき
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そう ” というコマーシャルが時代をよく表していた。そ

「同好会の顧問になってください」「ふんふん、拳正会

んなアナログの良き時代であった。

（けんせいかい）？何の同好会かね？」「護身術の同好会

既に 20 年という歳月が経過していることもあり、当

です」「あんまり危険なことはしないでくれよ」「ありが

事者たちは重役、助教授、代議士、弁護士、公務員、作

とうございます」。そうして拳正会は正式な同好会とな

家、宇宙飛行士、芸術家、サラリーマン、レーサー、レ

り、エルサワは武道場やプールで存分に技の研究に没頭

スラー、霊能力者など多岐にわたる活躍をしていること

することができた。

と思われる。

妖怪
ある暑い夏の夕方、SMZ が超伝導研究室の学生部屋

本論文では登場人物の名誉のため、当時のあだ名また
は記号であらわした。

にやってきた。この男が入ってきても学生たちは気付か

地下室

ないふりをしている。被害を恐れているのだ。用もない

電研の地下室についてはあまり知られていない。下駄

のに実験室に入ってきて「ターボまわせ―」など指図す

箱（最近の人は靴箱と言うらしい）の奥に小さな扉があ

る。” 社長 ” と呼ばれていた学生はパソコンを壊された。

り、そこが地下室への入口になっている。私が電研で研

SMZ の指図で Windows の中で DOS プロンプトを立ち

究生活を始めて間もなく薄膜研究室の学生 ”SMZ 君 ” の

上げ、その中で Windows を立ち上げて DOS プロンプ

「行ってみようぜ」の一言で探検することになった。こ

トを、、、これを繰り返して動かなくなったのだ。SMZ

の男は人一倍好奇心旺盛で何でも研究してみる男だ。地

は私の後ろで立ち止まり、「ドライブに行こうぜ」と言

下室の扉はいとも簡単に開いた。鍵がかかっていない。

う。仕方なくついていった。車を持っている学生は半分

暗い階段を降りると通路があった。ここは電研の 1 階通

以下であり、私も SMZ も車はもっていない。車のキー

路の真下だろうか。水浸しだ。濡れないように足元に気

はエルサワが持っているとのことなのでバルク研究室に

を付けながら進んでいく。部屋もある。棚がありブラウ

立ち寄った。SMZ がキーを持って悠々と戻ってきたの

ン管のようなガラスがいくつも置いてある。いかにも手

で SMZ と二人で中田島砂丘までドライブに行くことに

作りの歪んだブラウン管だ。蛍光体の粉末も置いてあ

した。中田島砂丘に到着したころにはすっかり暗くなっ

る。テレビの研究室だろうか。資料も置いてある。かな

ていた。海まで行ってから駐車場に帰ろうした時、砂丘

り古い。高柳健次郎先生の資料のようだ。この時、足元

に足跡がついていることに気が付いた。歩幅は人間の歩

に蚊がたかっているのに気付いた。地下室には蚊が大発

幅より広く、動物の足跡のような形であった。よく観察

生しているのだ。慌てて地下室から逃げ帰った。今でも

してみると 1 本足で歩いた？足跡のようであった。足跡

地下室は古代遺跡の如く蚊に守られながら静かに眠って

は東から西へ向かって続いていた。西のほうを眺める

いるのだろうか。

と砂丘の彼方に謎の生物がいるようだがよく見えない。

同好会

正体を明らかにするために足跡を追跡しようとしたと

バルク研究室に自己流拳法の研究を行っている学生 ”

ころ、好奇心旺盛なはずの SMZ が予想に反して私の首

エルサワ君 ” がいた。不良兄貴との戦いから編み出した

根っこを掴み、恐ろしいパワーで私を引きずって車に放

小よく大を制す技術と心理戦を得意とするハイブリッド

り込んで急発進して電研に向かった。

スタイルだ。エルサワは一見すると模範的な優等生に見

1993 年か 1994 年のことである。この足跡の正体は

え、よからぬ企みは見破れない。拳法のであるから実戦

ずっと気になっていたが十年ほど経ってから和歌山で同

技術（打撃および関節技）の鍛錬も当然必要で、しかも

じ足跡が目撃されて騒ぎになったようだ。足跡の主は ”

隠れて行わなければいけないということがエルサワ流拳

カシャンボ ” という 1 本足の妖怪だ。未だに捕まってい

法の欠点であった。ある日エルサワが悲しそうにやって

ないらしい。もしあの時カシャンボを発見、捕獲してい

きて相談したいことがあるという。今まで架空の同窓会

れば超伝導材料研究室は妖怪研究室になっていたかもし

名を使って詐欺まがいの方法で武道場を借りてきたが、

れない。電研は妖研になっていたかもしれない。本当に

正式な同好会でないと借りられなくなったという。正式

残念なことをした。

な同好会になるには顧問となる教授の判が必要だとい

駿河屋

う。そこで私に教授に判をもらえないかというのが相談

過酷な研究生活を乗り越えるために重要なのは食事であ

だった。超伝導材料研究室の教授は人間が大きく細かい

る。我々学生を食事の面でサポートしてくれたのが駿河

ことは気にしないとの評判らしい。緊張しながら教授の

屋という食堂だった。国立病院の坂を下った所にある

部屋を訪れた時の事をはっきり記憶している。コンコ

ローソンの前の道の反対側で 1995 年まで営業していた。

ン、「失礼します。教授にお願いがあります」「何だね」

蒔田さんというおばさんが一人で営業している食堂で、
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我々学生には採算無視でボリュームたっぷりの食事を提

「なんだそりゃ？」と思ったがエルサワ曰く、「赦された
自分が SMZ を倒すことはできない、俺が ” 悪 ” になっ

供していただいた。
当人のいうことが本当なら最初の婦人警官であり、女

てしまう、もう戦えない」らしい。かくしてこの二人の
血闘は実現することなくあっけなく終了した。

性自衛官もやっていたそうだ。
エルサワと私は駿河屋のばばあと呼んでこの食堂に毎

エルサワの ” 戦いの美学 ”（自分が正義として悪を懲

晩通ったものだ。特別に大盛サービスしていただいた分

らしめる図式が大前提）と引き際の潔さ、SMZ の ” 本

は出世払いということにしてある。

能的に危険を回避する能力 ”。筆者は立会人としてこの

十年ほど経ってから出世払いのつもりで牛肉を持参し

二人をともに ” 勝者 ” として讃えたい。また、電研裏社

てお宅に伺った。私のことは覚えていないようだった

会の歴史の 1 ページに記録したい。

が、駿河屋に来ていた学生が出世して静岡大学の教授に

留学生

なったと言っている。よく聞くと我々のことを言ってい

SMZ とエルサワが卒業して電研にようやく平和な春

るようだった。夢を壊すのも申し訳ないので、その学生

が訪れた。熱心な学生たちは春休みなのに研究室に集

は博士になって静岡大学の教授になっていますよと伝え

まって次の研究テーマの相談していた。南知多ビーチラ

ておいた。

ンドでバンジージャンプを行い、吉良上野介の墓参りと

クリスマスパーティー

いうテーマだ。もちろん途中の名物はすべて試料として

空腹の学生たちが毎年楽しみにしていたのが教授のお

持ち帰る。

宅でのクリスマスパーティーだった。この時ばかりは普

教授が中国からの留学生（女性）を連れて学生部屋に

段は食べられない肉や酒にありつくことができた。学

やってきたのはその時だった。来年からこの研究室で研

生全員を招待してくださりご家族は大変だったと思う。

究を行うリンリンさんだと紹介した。さっそく次の研究

卒業論文をまとめるエネルギーはこのクリスマスパー

テーマについて説明するとバンジージャンプって何です

ティーで補給された肉による所が大きかった。

か？と聞かれたので体にひもを巻き付けて高い所から飛

血闘！佐鳴湖畔

び降りると丁寧に説明した。彼女は危ないデスと答え

拳正会のエルサワと SMZ は好対照であった。エルサ

た。その後、この留学生が研究室に現れることはなかっ

ワは権謀術数にすぐれ、ごますり、阿諛、追従など躊躇

た。

なく使いこなせる。しかも相手に不快感を与えない。一

高分解能電子エネルギー損失分光装置（HREELS)
本章ではおもむきを変えて発表済み研究成果について

方、SMZ はやりたいことを好きなだけ行うスタイルだ。

再考を行いたい。

北斗の拳という漫画のトキとラオウのようだ。
この二人は腐れ縁という強いきずなで結ばれていたの

超伝導材料研究室で表面分析の研究のために高分解能

だが、しばしば衝突もあり、卒業後には佐鳴湖畔で血闘

電子エネルギー損失分光装置を製作した。この装置は熱

することになっていた。筆者は立会人という立場だった

電子を放出させるための電子銃、均一のエネルギーを

ので二人の男が真剣勝負を行う美しい姿を語り継がねば

持った電子だけを通過させるモノクロメータ、試料から

ならない。重い役割に身が引き締まる思いだった。筆者

反射した電子のエネルギーを分析するアナライザーで構

は公正中立な立場ではあったが拳正会エルサワ流の真の

成されている。装置の性能はエネルギー分解能で評価さ

実力がみられることは楽しみでもあった。エルサワがあ

れる。当時の世界最高性能は 1meV であった。この数

りのままの姿で Let it go したことは一度もなかったか

値は 20 年経った現在でもあまり変わっていない。我々

らだ。SMZ はいつも ” ありのままの姿 ” だった。SMZ

もこの装置を自作して半導体表面での有機金属化合物の

も過去にはカッターナイフを持った不良と素手で戦った

分解過程を研究することにした。装置の設計、組み立て

という経歴をもち、今でもカッターの一撃を受けた跡は

に数年をかけたビッグプロジェクトだ。偏向器が 4 段直

掌にくっきり残っている。この決闘がエルサワの卒業研

列に並んだこの分光器は電子を通過させるだけでも不可

究発表会となるのか、SMZ が予測不可能な戦法で金星

能かと思われた。

をあげるのか、研究室でも話題にならない日はなかっ

超伝導材料研究室では夏になると愛知県の茶臼山で恒

た。卒業研究が大詰めを迎えたころ、エルサワが肩を落

例の高地トレーニングが行われる。このイベントまでに

として私のところに来て「俺の負けだ」という。意外な

何とか電子を通過させなければならない。私は試行錯誤

言葉に話を聞いてみると次のようなことだった。

を繰り返し、高地トレーニングの直前に何とか電子ビー

SMZ が突如バルク研究室にやってきて「エルサワ！

ムを通過させ、初の信号を得た。波形は予想された正規

お前を赦す！」と言って去って行ったとのことだった。

分布形状とは異なり直角三角形のようだったが、分解能
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この事故を SEMI S10 でリスクアセスメントしてみ

は予想を超えた 28meV と良好であった。高地トレーニ
ングではこの結果を発表した｡ 最適化を行わない段階で

た。

この数値であれば期待できそうだと教授の高い評価を得

危険源の同定： タコの脚が喉に貼りつくことによる窒

た。

息

下山した私は分解能がどうしても上がらないことに驚

重篤度：１( 死亡者 1 名以上 )、

いた。波形も直角三角形から直らない。そこで試しに広

可能性：C(0.04% 以上 0.2% 以下）

い範囲でスペクトルをとってみると 500meV ほど離れ

リスクの決定：High

たところにもう一つピークがある。その波形は鏡に映し

リスク評価：リスクの低減が必要

た如く反対向きの直角三角形だった。一つの正規分布の

リスク低減策：危険警告ラベル（標識）による警告およ

はずが 2 つの直角三角形。今まで信じていた 28meV の

び管理的手法（教育）

波形は分解能数百 meV の正規分布の両端だったのだ。

優秀な電研の学生諸君、実験は十分なリスクアセスメン

検出器が飽和したことで中央部がゼロとなり 2 つの直角

トを行った上で事故のないように行ってほしい。（教育

三角形になっていたのだった。

完了）

その後、最適化を行い分解能は 5meV まで改善し、

スッポン

なんとか目的の研究のデータをとることができた。しか

浜名湖はスッポンの産地。浜松の女子高生は生きた

し最初の 28meV が幻であったことはついに教授に報告

スッポンをさばくのが必修だという。「キャー動いたー」

することができなかった。

など騒ぐ様子は何度もテレビ放映されている。
私の尊敬する御前崎出身の ” オマーさん ” がコペン

タコ
御前崎では 5 月に牡蠣、7 月にタコがシーズンを迎え
る。この時期に私は原付で 2 時間かけて食材、いや " 試

ハーゲンに留学する機会に歓送会としてスッポン鍋・雑
炊を企画した。

料 " を求めてこの美しい遠浅の海に通っていた。タコと

オマーさんは昼間は真面目に研究発表を行って教授た

の死闘で危うく命を落としかけるとは全く予想せずに。

ちを唸らせ、夜はワイ談で後輩たちを楽しませくれる超

御前崎灯台下の岩場が私の専門分野である。その日も

伝導材料研究室のムードメーカーであった。

いつもと同じようにタコを求めて沖へ出た。大潮の前

この会には太陽電池とダジャレの研究に没頭してい

後 2 時間が勝負だ。タコは岩の下に隠れているので潜っ

た ”FJW さん ”、超伝導のレジェンド ”MRT さん ”、そ

て岩の下を探す。見つけても捕獲できる確率は 70% 程

の MRT さんから譲り受けたターボ台でデータを量産し

度だ。スミを吐かれて見失うことや息が続かずに逃げら

た ”TK”、レーサーの ”HRT”、毒舌の ”HRD” など超伝

れることがある。台風の後では海が濁っているので確率

導材料研究室の歴史に残る個性派が揃った。

が下がる。見つけても安易に手を入れるとタコの方も岩

スッポンは浜名湖の養殖場から購入した。京都の老

に張り付いてこちらの手を引っ張ってくる。海の中では

舗にも出荷している養殖場だ。さばき方を書いた紙を

タコも侮れないほど力強い。八本の脚の付け根には歯

読みながら手探りでやってみた。スッポンが動くため、

があり、咬まれることもある。タコとの戦いは真剣勝負

最初の一太刀が難しい。不覚ながら女子高生と同様に

だ。その日の収穫は 1 匹だった。潮が満ち始め、体力も

「キャー動いたー」など騒ぎ、かなりてこずったがオ

消耗していたのでこの日の調査は終了することにした。

マーさんが見事に仕留めた。スッポンの血は酒に入れる

沖の岩の上で帰り支度を始めた時、ある考えが脳裏をよ

ためコップに集めた。甲羅を取る時は膀胱を傷つけない

ぎった。踊り食いしてみよう。私はリスクを顧みること

ように慎重に行った。膀胱を傷つけてスッポンの小便が

なく噛みついた。吸盤が口の中に吸いつく。面白い食感

身にかかってしまうと台無しになるそうだ。

だ。味は薄い。飲み込んだ時だった、のどに吸盤が吸い

なんとか解体して鍋の準備ができたのでスッポンの血

付いてしまった。しまった！息ができない。ここで死ぬ

酒の合成に取り掛かる。酒と血の割合はスマホがあれば

のか。必死にのどに手を入れてタコの脚を探す。届かな

簡単に検索できるが当時は舌だけが頼りだった。試しに

い。もっと手を入れるしかない。顎が外れるのを覚悟で

酒三血七の割合で混合、攪拌した。真っ赤な液体が出来

力任せに手を突っ込む。貼りついていたタコの脚を引っ

上がったところに教授がやってきた。先生、今からスッ

張り出すと同時に海上の新鮮な空気が肺に届けられた。

ポン鍋をやります。これはスッポンの生血で作った血酒

助かった。もしも吸盤が取れなかったら御前崎沖で自分

です。どうぞ。と渡したところ、「おおそうか、すまな

の手を口に入れて窒息している変死体が上がっただろ

いな」と言って飲み干した。その後、学生も同じ割合の

う。教授や電研にも迷惑をかけていたことだろう。

血酒を頂いた。翌日はコラーゲン効果でプルプルの肌に
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電研にはこのような健康的な文化もあったのだ。彼らと

なった。
スッポンの頭は電研裏の生ごみ捨て場に持っていった

出会わなければ山もマラソンも未知の世界のままであっ

が、捨てても捨ててもテニスコートに現れ、電研七不思

ただろう。

議となった。

優秀なる電研の学生諸君へ
悔いなく何でも研究したまえ。青春に過ちはつきもの

イルカ
静岡にはイルカを食べる風習があることは皆さんご存

だ。研究は今しかできない！ゲーム、インターネット、

知のことと思う。静岡キャンパス近くのスーパーには魚

テレビ、テツマンなどに学生生活を浪費するな。いずれ

の切り身に交じってイルカの切り身が普通においてあっ

卒業して社会へ出れば時間を切り売りすることになる。

た。今でも売っているのだろうか。

魂まで差し出す必要はない。電研の魂は君たちのもの

超伝導材料研究室ではイルカの試食の研究も行ってみ

だ。将来を心配された SMZ も大過なくサラリーマンを

た。この研究は本場静岡県出身の ”MTZ” が試料の作製

続けている。エルサワは仮面をかぶって出世の道を歩む

を担当し、分析と評価は我々超伝導材料研究室の学生全

だろう。オマーさんは硬軟使い分けて人気の大学教授に

員が担当した。私の記憶が正しければ試料はイルカと大

なるだろう。派手に活躍するものもいるだろう。静かだ

根の煮物であった。

が力強い活躍もよし。電研出身者の今後の活躍に期待す

後日、横田基地のアメリカ空軍の軍人さんに英会話を

る。
最後に、超伝導材料はあります！

習った時に話題として役立った。この空軍の授業は次の
ようなものであった。あいさつはワザーップ（What's

（2015 年 1 月 30 日 東京昭島市にて記す）

up?)、太い腕を見せて ” ビッグ マッスル ” と教えてくれ
た。”L” の発音を教えたかったようだが我々には発音で
きず、発音練習では ” muscle” と「マッスる 」が教室で

電研との出会いと研究生活

30 回ほど繰り返された。この軍人にイルカ試食会の話
を英語でしたところ、通じたのか「うまかったか？」と

静岡大学大学院工学研究科准教授

川

井

秀

記

聞かれたので「とてもうまかった」と答えておいた。そ
のあと彼は自分が食べられなかったのが残念だったのか

静岡県に生まれ育ち、静岡大学工学部に進学した私に

暴れていた。

とって、高柳健次郎先生は「テレビの父」ということは

卒業後

認識していたが、歴史上の偉人のようなどこか遠い存在

卒業研究の発表を終えた私はその日のうちに旅に出

に感じていた。また、化学系の学生であったことも、な

た。目的地は長野オリンピック。宿泊は不可能、長野行

んとなく電子工学研究所の建物は敷居が高いものだっ

の夜行バスも入手不可能。そのため、名古屋から富山へ

た。四年生になっても、どうしてもこの研究がやりたい

の夜行バスで目的地にアプローチする。早朝に見えた雪

という気持ちはなく、なんとなく人とは違うことをやっ

の立山連峰は表現できない美しさだった。宿泊の予約が

てみたいと思っていた。そんな時に、研究室配属先の一

できなかったので観戦を終えたら早々に帰らなければな

覧に電子工学研究所があり、その中の研究室が化学系の

らない。チケットは複合団体のクロスカントリー。荻原

学生でも受け入れてくれると知ったとき、何か運命的な

兄弟が出場する。会場のスノーハープには選手や観客で

ものを感じたといえば大げさであろうか。

あふれていた。どこで観戦しようかとウロウロしている

平成 3 年（1991 年）、私の配属先は九州大学から来ら

と私を呼ぶ声がする。ヒョイッと振り向くと前年に薄膜

れて 2 年目の長村利彦教授の研究室に決まった。専門

研究室を卒業した ”OD 君 " がいるではないか。再会を

は、光化学・高分子化学であり、「電子工学」とは無縁

喜びあった後、OD 君の同僚とともに熱戦を観戦した。

のように思えた。しかし、私が取り組むことになったの

泊るところがなければ家に来て下さいと言ってくれたの

は、「有機化合物における光誘起電子移動反応とその相

で渡りに船とはこのことで一宿一飯の恩義を受けた。

互作用」で、やはり「光」と「電子」は強く関係してい

翌日はボブスレー、翌々日は善光寺と楽しませても

ることを改めて実感した。研究室での生活は、毎日が楽

らった。その後も交流が続き薄膜研究室山岳部に混ぜて

しくてしょうがないほどだった。3 年生までの座学と学

いただき薄膜研究室の卒業生 ” ボクサー君 ”、”UM ちゃ

生実験とは大きく異なり、自分の実験によって、いろい

ん ” 達と槍、燕、剣、五竜、北岳などを制覇した。河口

ろなことがわかっていくことに興奮した。また、学生の

湖マラソン、長野オリンピックマラソン、立川マラソ

私には電研の建物に入っていくことすら誇らしく思え

ン、北区マラソンなどもこのメンバーで参加した。

た。当時の電研の建物は、浜松キャンパスの中で最も白
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く新しく輝くように見えた。玄関の「イ」の文字のレプ

半導体産業の縮図であった私の研究生活

リカの向かいには、教職員だけでなく私達学生のネーム
プレートがあり、朝晩プレートをひっくり返すたびに、

飯

田

晋

高柳先生を強く意識するようになった。
「門前の小僧習わぬ経を読む」という故事ことわざが

私が電子工学研究所で研究を始めたのは、1995 年 4 月、

あるが、化学系の学生の私でも電研で生活を送っている

修士課程 1 年目のことであった。後に所長となった熊川

と「電子工学」に関する知識が徐々に身についてくるの

征司先生と当時助教授だった早川泰弘先生が所属する完

を感じた。これは「談話会」のような講演会からの知識

全バルク研究室に配属された。半導体用高品質結晶成長

だけでなく、電研内でのイベント（駅伝大会やソフト

を研究するこの講座は１５名以上の学生が所属する大所

ボール大会、飲み会）で親しくなった研究室の人たちと

帯で、機械や化学系といった他学科からの学生や海外か

の交流から得られたものが大きい。化学と電子工学の両

らの研究員が多いのも特徴であった。私は当時黎明期

分野（一方は耳学問だが）を学べたことは私の研究生活

だった横方向成長法（後のマイクロチャネルエピタキシ

で最も大きな影響を与えたといっても過言ではない。

法）の研究に携わった。この方法は、後に青色 LED や

博士（工学）の学位取得後、ポスドクを得て電子工学

LD 用の GaN 結晶高品質化や VLSI の高集積化や三次元

研究所の助手として採用されたからも、電研の先生方と

構造化のために不可欠な技術となっている。パターニン

は親しくさせていただいた。化学が専門の私の研究にも

グした GaAs 基板に InGaAs を液層成長法で横方向成長

真摯な態度で耳を傾けてくださるだけでなく、実験装置

させるわけだが、研究を始めて間もないころ私の秤量ミ

を快く使わせていただき激励もいただいた。電研での

スが原因で溶液が未飽和だったために GaAs 窓部が溶解

20 年にわたる歳月が私の研究生活そのもので、感謝は

され深い溝ができてしまった。しかし、その内部に成長

尽きない。

した結晶構造も非常に興味深かったため、予め窓部に溝

平成 25 年度（2013 年）の改組により、私は所属が電

を形成した後に InGaAs を成長したところ、溝に橋を架

子工学研究所から大学院工学研究科に移った。慣れ親し

けたような構造ができることを発見した。下地と全く接

んだ組織であったので少し寂しい気もするが、現在も居

触しないため、基板結晶欠陥も格子不整合の影響も全く

室、実験室はもとのままで、今日もまた電研の建物に

受けない高品質結晶の可能性がある。早川先生に教わり

通っている。静岡大学は、浜松医科大学、光産業創成大

ながら顕微鏡観察をしていたときの興奮は今でも忘れら

学院大学、浜松ホトニクス株式会社とともに「はままつ

れない。私達はこれをブリッジ成長と命名し何本もの論

光研究拠点」として文部科学省から採択され、新しい電

文を執筆した。この構造は、横方向成長の問題点であっ

子工学研究所はその中心的な役割を担うことになる。こ

た歪や結晶軸傾斜も緩和できることも分かり、同様の構

れからも微力ながらそのお役にてればと思っている。

造である GaN-pendeo epitaxy にも応用され、様々な論
文に引用されるなど注目される技術となった。しかしな
がら、世界で誰もやっていない研究を行うというのは、
参考にする文献も少ないため困難にもぶつかることも多
い。そのため、大学内外に関わらず様々な専門家に助言
を頂いた。また、この研究には地道な準備が必要であっ
た。バルク結晶からのウエハ基板の切り出しと研磨、成
膜やエッチングといったリソグラフィ技術、洗浄、観
察、評価、分析はもちろんのこと、結晶成長装置の加
工、CAD によるパターンのデザインからフォトマスク
の作製、顕微鏡写真の現像まで全て自分で行うのであ
る。今振り返るとこの工程は正に半導体産業そのもので

大学院生の頃の筆者（高柳健次郎先生銅像左）

あった。当然、全ての装置がひとつの研究室にあるわけ
ではなく、研究所内のみならず電気電子工学科等他部門
の装置や技術も使用させて頂く。そのためのお願いや交
渉も行う。しかしながら、この経験は社会に出てからの
仕事に非常に役立っている。現在、私は次世代リソグラ
フィ技術である EUVL に関する国際コンソーシアムで
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研究を行っている。半導体産業の様々な分野の会社から

当時私が取り組んでいた研究テーマは、「微小重力環

研究者が集まり、国内外の多くの研究者を巻き込みなが

境下における結晶成長」であり、機械工学科の宮澤政文

ら次世代の技術を開発するのである。開発コストが莫大

先生や物質工学科の岡野泰則先生の研究室と一緒に研究

となった現在の半導体産業の新技術はもはや１企業だけ

を進めておりました。学部の 4 年生の時には、落下塔を

では賄いきれない。そのため、国の枠を超えた多くの企

用いた微小重力実験や、航空機を用いて作られた微小重

業やプロジェクトの協力が必要となってくる。電子工学

力環境での実験に取り組みました。その後、当時は建設

研究所時代の私も本当に多くの方にお世話になった。思

中であった ISS（International Space Station：国際宇宙

い起こせば私の博士論文の謝辞は 2 頁に及ぶものであっ

ステーション）で半導体のバルク結晶を成長させるため

た。研究室で朝まで飲み明かし、二段ベッドに寝泊りし

の研究に取り組み、2005 年に博士課程を終えました。

たことも懐かしい思い出である。悪友ならぬ学友と研究

現在、私は豊田合成株式会社にて半導体の研究に従事

所の空き地で野球をやったりもした。ルールはその場で

しておりますが、当時電子工学研究所で学んだ様々なこ

作るのだ。そんな自由闊達で活気に溢れた環境で学生生

と、特に広い視野をもって色々な角度から考えるという

活を送れたことに改めて感謝する次第である。

ことを念頭に置き日々研究を行う毎日を送っておりま
す。当時の電子工学研究所での研究生活を懐かしみなが
ら、この度電子工学研究所 50 周年に当り、このような

電子工学研究所の思い出

執筆の機会を下さったことに感謝し筆を置きたいと思い
ます。

電子科研、平成１７年卒

村

上

倫

章

私は 1999 年 4 月に工学部機械工学科の 4 年生として
電子工学研究所を訪れました。当時は、電子工学研究所
の所長を熊川征司先生が勤められており、真っ先に挨拶
のために 2F の所長室を訪ねたことを今でも覚えていま
す。私が所属したのは、「完全バルク結晶研究室」で当
時教授の熊川征司先生、助教授の早川泰弘先生と両先生
がおられ、技官の小山忠信さんに加え学生も博士課程 3
年生の飯田普さんをはじめ 20 名近くの学生が所属して
おり、昼夜を問わず熱心に研究を行っていました。例え
ば、学生が研究の進捗について先生を含め全員の前で報
告する検討会は土曜日に行われており、研究の進捗を金
曜日にまとめる時には、全員が夜遅くまで資料を作成し
ておりました。特に特徴的であったことの一つとして、

熊川・早川研究室集合写真（１９９８年１月２日）。前
列右端、村上倫章

電子工学研究所では学生の所属学科は様々であり、電気
科、電子科、物質工学科と研究所へ来るまでに学んだこ
とは異なったことが挙げられます。その環境の中で、異

卒業して１０年

なった視点から研究に取り組み色々な角度から研究につ
いての議論を交わしておりました。更にインドから来ら

大学院理工学研究科、２００５年卒

河

野

裕

れた研究員の方々もおられたため、日本語以外にも英語
での会話が飛び交っており、若干気後れしながらも私も

創立 50 周年を迎え、誠に喜ばしいことと思います。

研究に取り組みました。また電子工学研究所では、自由

研究所を卒業してから、早くも 10 年が過ぎました。現

な発想で研究に取り組む風土があり、私も未熟ながら

在は浜松市内の企業で製品開発に取り組んでいます。

様々な実験を提案し、行わせて頂きました。これは、学

研究所に在籍していた当時は、杉浦教授の御指導のも

生時代にしかできない非常に貴重な経験でした。その

と、非侵襲の生体温度計測装置であるラジオメーターの

様々な実験の中から、先生方のご尽力により結晶成長の

研究を行いました。装置の安定性や精度改善といった

特許出願まで行えたことは、その後研究を続けていく上

テーマに対して、先輩方の取り組みを踏まえ、解決法を

での自信につながりました。

探っていくだけで精一杯でしたが、それで充実した毎日
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を過ごすことができました。あらゆる手段を駆使して、

students were expected to write papers. 6 months

粘り強く、こつこつと問題に取り組む姿勢を学ばせてい

after my arrival Professor Hatanaka had me present

ただいたことは、私のかけがえのない財産になっていま

two papers at Oyobutsturi Gakkai. It was hard work!

す。

Finally, I leaned that science in the East and West are

技術者としての現在の仕事は、自動車関連部品の製造

not the same, and this topic l continue to study today.

工場、土木現場、病院など様々な現場に存在する「困っ

I would like to thank all my co1leagues and Professors

た」や「こういうアイデアを実現してほしい」といった

for all I learned while at Shizuoka University.

問題や要望を解決すべく、多種多様な製品を試作するこ

I left Japan in 1991 and joined Micron Technology,

とが中心です。働き始めた当初は、与えられた仕事を何

a semiconductor memory company based in the

とかこなすだけでしたが、徐々に問題やニーズを積極的

United States. My interactions with Japan did not end.

に見つけて提案していくことでもっと面白くなると感じ

I visited every year to work with Japanese equipment

るようになりました。今後もお客様へよりよい提案がで

and material's suppliers. Then, in 2005 1moved to

きるよう、偏った見方をせず、知識や技術を広げ、研究

Japan for another 5 year stay this time as a manager

所で培った粘り強さを生かして仕事に取り組んでいきた

of Micron's factory in Nishiwaki, Hyogo. After 15

いと考えています。

years, I found much had changed in Japan, but much

多くの研究所出身の方々が、技術者や研究者として活

had stayed the same. Japan was no longer the top

躍されていることと思います。これからも産業界に貢献

of the electronics world. But Japanese discipline and

できる人材を輩出し、研究所がますます発展されること

work ethic were still evident Micron's factory in Japan

を心よりお祈り申し上げます。

was always the most efficient of all our factories.
Japan has had a difficult 20 years, However, I believe
the patience and humility of Japanese will help Japan

Experiences with Shizuoka University and
Japan

through the difficulties just as was seen after the 3/11
earthquake
Now l am living in Taiwan working as a president

President , Inotera Memories ,Taiwan, Scott Meikle

of Inotera Memory with Micron Technology. Perhaps,
now Taiwan is top of the electronics world. The

My journey with Shizuoka University and Japan

forces that determine the success of companies and

began in 1985. My Master's course was finishing and l

industries are not easy to understand. My career has

was considering options for doctorate studies. It was

carried me many places including living in Japan again

then I happened upon a small advertisement from the

in 2005 and now Taiwan. The semiconductor industry

Japanese Education Ministry (Monbusho). Monbusho

has changed dramatically over the years since my

was offering a program which included preparatory

graduation. In addition to Japan and the US, now there

language studies fo1lowed by research work at a

is big strength in Korea, Taiwan and China. Thanks

national university in Japan. In 1985, Japan was at the

to my life at RIE I learned how to work with many

top of the electronics world, My Master's thesis was on

people from many places. And very useful to know

semiconductors. I wanted to learn a language, It was a

Kanji! My experiences at RIE helped me become a

perfect opportunity.

world citizen and have been enormously beneficial

I arrived at Shizuoka University: Graduate School

in my career. On this 50th anniversary, I wish all my

of Electronics in Hamamatsu, Japan in September

friends of colleagues of RIE wonderful days and a

1986, assigned to the laboratory of Professor Hatanaka.

bright future.

Research began immediately focusing on thin film
deposition for Optical and electronic devices. Many
things in the laboratory were surprising, During my
first winter I learned there was no central heating at
the university. My hands got very cold and I drank
tea to keep them warm. And I learned that graduate
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Wonderful Experience in my life at RIE,
Shizuoka University

Mechanical, Industrial and Manufacturing Engineering
(MIME) at the University of Toledo (UT) in Ohio,
USA. I joined the University of Toledo as an assistant

Professor, University of Toledo, USA

Professor in 2003. I was promoted to the associate

Ahalapitiya Hewage Jayatissa

Professor with tenure and then to the Professor. My

I am glad to keep this short note about my wonderful

application of nanomaterials, semiconductor devices,

experience during graduate studies at the Research

Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS) and

Institute of Electronics (RIE), Shizuoka University

energy conversion and storage devices. My research

through MOMBUSHO scholarship program in 1992-

has been funded by the numerous USA agencies

1996. I enjoyed my stay and studies in this place,

including National Science Foundation (NSF), DARPA

Hamamatsu, Shizuoka.

(US Defense Research) and the Department of Energy.

My study room was located in the display device

I won the prestigious NSF CAREER Award in 2003

current research is in the areas of synthesis and

research division in the third floor of RIE and my

for my research from NSF. I also won the outstanding

primary laboratory was 315 (san-ichi-go) where most

faculty research award in Engineering in 2011 and

of the experiments were carried out with great

Excellence in Supervision of Undergraduate Research

enthusiasm. My advisor Professor Yoshinori Hatanaka

Award in 2012. I truly believe that all these career

shared his experience and physical intuition whenever

goals were possible because technical and social

necessary in friendly manner. I must mention that

experience earned at RIE during my graduate study

few more people who extended their helping hands

program.

during my studies: Professor Yoichiro Nakanishi,

I am lucky to keep continued relationship with RIE

Professor Tomuo Yamaguchi, Professor Takao Ando

through collaboration activities related to educational

and Professor Shizuo Mizushina. These are the few

and professional development. As a part of these

professors directly worked with me but I should

program, both RIE and UT have involved student

mention that all teachers, researchers, office staffs,

exchange programs, join workshops and conferences.

and technical officers that helped me in numerous

I should mention that encouragement and active

ways during my study period. I will never forget all

involvement of current leaders of RIE (Drs. Hidenori

the support provided by the professors of RIE. My

Mimura and Toru Aoki) helped me keeping these

wife, Champa also came to Shizuoka University as

collaboration activities alive.

PhD student of Professor Shigeru Tasaka of Materials
Department, Engineering .
Soon after my graduation, I was working as a research
associate for Dr. Yamaguchi`s team for one year. I

My post graduate studies and professional
life initiated at RIE

was able to enjoy collegiality of RIE professors during
this period. In this period, I like to mention few names

Director, Inst. Micro-Elec. (IME), Singapore

who helped me in numerous ways: Mr. Aoyama, Dr.

Sunil Wickramanayaka (Sri Lanka)

Aoki, and Dr. Sunil.
I also had an opportunity work as a research fellow

It is with great pleasure and gratitude that

at NHK research laboratory in Tokyo, sponsored by

I am writing this message for the memorial book

Japan Science and Technical Corporation (JST). This

commemorating the 50th Anniversary of the Research

position was hosted science and Technical Laboratories

Institute of Electronics. I recall the six and a half years

(STRL) of NHK as long lasting relationship between

I had the privilege of first studying and then working

RIE and STRL-NHK, ever since establishing of RIE by

at RIE with fond memories and deep gratitude.

Professor Takayanagi who invented Japanese TVs.

In the autumn of 1989 I entered RIE, thanks to

My achievements at RIE helped me numerous ways

the scholarship received from the Higher Education

throughout my career. Currently, I am a Professor of

Ministry of Japan-MONBUSHO- to pursue post
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graduate studies towards a doctoral degree. I was

and semiconductor packaging. As the Director of

very fortunate to study in the field of semi-conductor

Technology Division at EVG, I was involved in

technologies, the fastest growing industry in the world

worldwide technical marketing for wafer bonding, litho

at the time, under the outstanding academic guidance

and other BEOL equipment.
Since joining the Institute of Microelectronics

of Professor Yoshinori Hatanaka. I am also indebted to
Professor Yoichiro Nakanishi too. The kind mentoring

(IME) in Singapore as Director, Special Projects in

of Hatanaka Sensei and Nakanishi sensei, and other

Interconnection and Advance Packaging Program

academic leaders at RIE and the warm friendship and

in 2012, I have been involved in initiating Singapore

support of fellow students I met there are invaluable

government-funded advanced semiconductor

aspects of my stay in Japan.

packaging technology development. This has given

In the nurturing environment of RIE I studied

the team I work with an opportunity to bring world-

towards my PhD degree in Plasma-enhanced

class semiconductor companies as partners. I hope to

semiconductor device fabrication, and obtained a

continue in this field, further enhancing my capacities

doctoral qualification in the autumn of 1992. For the

in fulfilling my professional responsibilities, doing my

next three-and a half years, I could further develop

share for the advancement of semiconductor industry.

myself working as a post-doctoral fellow. The time

Thus, the knowledge and experience that I first

I spent at RIE not only allowed me to obtain a

obtained at RIE laid the foundation for my professional

useful academic qualification, but also gave me an

life and influenced its progress each step of the way.

opportunity to get an insight into the Culture of

In testing situations, memories of the days at RIE,

Japan, the admirable qualities inherent to it such as

all that I learned about plasma technologies as well

team spirit and social harmony. To this day, all these

as the everyday life of Japan, encourages me to face

valuable things I learnt at RIE continue to help me

the challenges head-on, trusting in myself. For those

successfully undertaking the responsibilities of my

precious experiences in learning, I will always be

profession.

grateful to the great environment of wisdom that is

I changed course, so to speak, from academia to

RIE, and all the warm, kind and wonderful mentors

the industry when I joined Anelva Corporation in

and friends I have had the good fortune to meet there.

April 1996. My first employment in the industry also
can be attributed to my qualifications and experience
obtained at RIE. At Anelva, I initially worked as an
engineer in Equipment development for front end of

Control of single-electron tunneling in
transport through Si nanodevices

line (FEOL) semiconductor processes. In the next 9
years at Anelva I gathered considerable knowledge

極限デバイス研究部門田部研

Daniel Moraru

and experience in this field while progressing to
managerial level.

In October 2004, I joined Shizuoka University

Moving to ZyCube Corporation in 2005 enabled

to pursue my PhD studies in Nanovision Science

me to participate in developing the world’s first Si

and Technology with Prof. Michiharu Tabe, from

interposer. At this organization, I was able to do some

Research Institute of Electronics (RIE). From

pioneering work on 3D stacking technology. This

the beginning, I was welcomed in RIE within an

establishment has been instrumental in the gradual

international environment of many excellent students

transition of my career from technology development

and researchers with common interests in Nanovision

to technical marketing. This change has enabled me to

Science, but also with diverse approaches on the topic.

meet business professionals in leading organizations of

This allowed me to learn about advanced phenomena

the industry around the world.

and research, and it provided motivating conditions

I could further gain industrial knowledge and

to challenge high-level research in my own work.

experience at EVG Corporation in Equipment

After graduation from the PhD course, I continued to

development for back end of line (BEOL) processes

work with Prof. Tabe within RIE as a post-doctoral
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researcher, and finally as a specially-appointed
assistant professor. As such, I had an opportunity to
continue research into the field of silicon nanodevices
and, in particular, into dopant-atom devices, i.e., devices
that can work based on single-electron tunneling
transport via individual or coupled dopant atoms. I
believe that such an opportunity was sustained by the
RIE policy to encourage fundamental research, not
only applied science.
During my period working in RIE, I was involved
in a few different topics. Among these, one main target
was to control single-electron tunneling transport in
nano-space, as well as in time. For that, we studied the
concept of single-electron turnstile, a device containing
several quantum dots in which the potential can be
controlled by an AC gate voltage. Figure 1 shows a
simple view of such an experiment and analysis. By
tuning the design and conditions, we found that it is
possible for electrons to be controllably transferred
one by one between source and drain during each
cycle of the gate voltage. In particular, we found that
this operation is also achievable in random systems of
dopant-induced quantum dots. This opened a range
of studies for investigating the basics of other dopant-

Fig. 1. An overview of dopant-based single-electron
turnstile.
Fig. 2. Group from RIE at JSAP Meeting (2007).

based applications, towards memory, photonics,
or quantum computation. For me, it was a great
experience to work with many international students
to achieve such goals (in Fig. 2, one of many group
pictures taken during a conference trip shows just a

Crystal growth of Silicon, SiliconGermanium and InGaSb semiconductors
for energy related applications

snapshot of the situation). After spending 10 years in
RIE, I can look back and appreciate the conditions and

Former RIE Assistant Professor,

attitude that allowed us to work toward developing

Mukannan Arivanandhan

a new field of dopant-atom electronics, with possible
applications to the future technologies, including nano-

I joined at Research Institute of Electronics

electronics and Nanovision Science.

(RIE), Shizuoka University as a tenure-track Assistant

My history within RIE practically ended in January

Professor and worked with Prof. Yasuhiro Hayakawa.

2015, when I obtained a position as Associate Professor

RIE is a pleasant place to work, especially for the

within the Department of Electronics and Materials

foreign researchers and I had a chance to interact

Science, in the Faculty of Engineering, Shizuoka

with many excellent researchers and professors

University. Nevertheless, my connection with RIE and

with various research interests at RIE. I started my

my appreciation for its philosophy and approach to

work on the growth and defect studies of various

research will remain important for me for many years

alloy semiconductors at RIE. My research work is

to come.

mainly focused on the development of highly efficient
novel semiconductor materials for energy related
applications. I grew several crystals such as Si,
SiGe, GaSb and InGaSb and studied their properties.
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The grown-in microdefects in Czochralski-Si single
crystals were controlled by Ge codoping and thereby
enhanced the photovoltaic characteristics (Fig.1).
Along with our group members, I have successfully
grown compositionally homogeneous SiGe alloy
semiconductors by applying mild temperature gradient
in vertical gradient freezing method.

Moreover,

the defects in the compositionally homogeneous
SiGe were effectively controlled by optimizing the
radial temperature gradients. The impact of carrier
concentration variations on the thermoelectric
properties of p-type and n-type compositionally
homogeneously SiGe were studied. During my tenure,
I involved in various research projects of Hayakawa
lab. Out of them, Alloy semiconductor crystal growth
under microgravity at International Space Station (ISS)
is the important one. Along with our group members,
I grew several GaSb single crystals and prepared the
GaSb/InSb/GaSb/ sandwich samples with different
seeds and feed orientations for 1G and microgravity
experiments. The microgravity experiments were

Silicon Single Electron Transistors for
Single Photons Detection

conducted at ISS and the samples were returned
to our lab. I analysed one of microgravity samples

Former Assistant Professor in Graduate School of

and compared the results with the results of sample

Science and Technology

Ratno Nuryadi

grown at normal 1G gravity. The work has recently
been accepted in npj Microgravity, a nature group

After finishing my bachelor education in

of journal. In addition, during my tenure, we have

Department of Physics, Shizuoka University (March

developed a novel in-situ observation method based

1998), I entered master course at Graduate School

on X-rays to observe the dissolution and growth

of Electrical and Electronic Engineering, Shizuoka

process of alloy semiconductors. The dissolution and

University from April 1998 under supervisor of Prof.

growth process of InGaSb, SiGe were successfully

Michiharu Tabe in Research Institute of Electronics

observed by this method and the results were

(RIE). My research topic was thermal instability of

highly useful to understand the growth process of

ultrathin silicon film, which is very unique phenomena

alloy semiconductors. During my tenure at RIE, I

and essential basic knowledge in order to fabricate

got two research projects (Kakhenki B (2010-2012)

silicon quantum dots devices based on nano-LOCOS

and Kakhenki C (2014-2017)) from JSPS-MEXT,

(local oxidation of silicon) method. My interest in this

Government of Japan for my research in photovoltaic

research field was strengthened when I pursued PhD

silicon. On 31st December 2014, I moved to Anna

course in Graduate School of Electronic Science and

University, Chennai, India as Associate Professor and

Technology in same laboratory (April 2000 – March

thus my contract with RIE ended on 30th December

2003). I found very excellent academic and research

2014, when I resigned my position. However, still

environments in RIE, especially in Tabe Lab. The

my connection with RIE is exist as I am continuing

finest research teams with interesting research topics

my collaboration with Prof.Y.Hayakawa on various

and advanced laboratory equipments encouraged me

research projects.

to reach wonderful research achievements. In the
end of my PhD study, I successfully fabricated silicon
nanodevices which demonstrate single electron/hole
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tunneling characteristics, called as single electron/hole
transistors. After my PhD defense, I was appointed
as a JSPS Postdoctoral Researcher (2003 – 2005) and
COE Postdoctoral Researcher (2005 – 2006) under
host researcher of Prof. Michiharu Tabe in RIE, and
followed as an assistant professor from 2006 to March
2008 in Graduate School of Science and Technology.
During the period of 2003 – 2008, my work focused
on developing single electron transistors and studied
its application to photonic devices, especially single
photon detector (see Fig. 1). After 10 years of research
in RIE, I returned back to Indonesia in April 2008,
and joined Center for Materials Technology, Agency
for the Assessment and Application of Technology as
researcher. From 2012, I became a principal researcher
in same institute. After around 7 years in Indonesia,
I came back to RIE again from August 19, 2015 to
November 30, 2015, as a Specially Appointed Professor.
From my long history in RIE, RIE is a
best option for students and researchers who want
to establish strong academic and research records
through conducting unique research experience,
attending conference and publication in journal.
Such rich environments will remain great memories
forever even they leave RIE (see Fig. 2). Since many
researchers come from diverse countries, international
environment is also quite appealing, which makes RIE
a wonderful place for young researcher. Numerous
high-level international conferences and workshops
are conducted on campus, so both students and
researchers get many opportunities to learn things
beyond their main field. RIE is not only a comfortable
institute where the students and researchers can do
good research, it is also a nice place to make friends
and learn about different cultures. RIE researchers
also collaborate with other researchers both domestic
and overseas research groups, which is the most

Fig. 1. Silicon nanodevice and random telegraph
signal characteristics, which are corresponding to
single photons detection (Phys. Rev. B, 73, 2006, p.
045310). Fig. 2. Prof. M. Tabe (middle) and four alumni
researchers of Tabe Lab. in Intl. Conf. QiR2015, 10-13
August 2015, Lombok, Indonesia.

remarkable feature of RIE’s research environment.
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客員教授、メドビッツ教授（リガ工科大）
国際会議で、福田、三村、島岡、畑中

スコット君夫妻（学位授与式）
客員教授、ヤブロンスキー、真田助手

静大を訪問したノーベル賞受賞者スモーリー教授
ICSFS-4 で。レディープログラム

浙江大学との協定締結式。永井学長（左）

学位授与式、スニル君（中央）
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第 IX 部

資料及び写真

電子工学研究所創立以前及び以後の写真

昭和初期の浜松工高電視研究室

受像装置（大正１５年―昭和２年）

最初のテレビ用ブラウン管試作１号機（昭和４年）

10,000 画素達成当時のニポー円板送像機と関係者
（昭和６年、後列右から２人目高柳先生）

設立当時の電視研究室全景（昭和７年）
最初の実用型テレビジョン受像機（昭和８年）

− 264 −

テレビジョン実験放送用短波送信機。
（昭和８年、左側

高柳先生）
銀蒸着膜を用いたアイコノスコープ光電面（昭和１０年）

昭和９年２月当時の電視研教職員一同。
前列左より、鈴木（壮）、落合、中島先生、高柳先生、高橋、鈴木（宏）、村井、
二列目左より、石野、堀井、加藤、後列左より、岡見、山口、上吉原先生、佐口、松山、
一番上、山下。
− 265 −

アイコノスコープカメラと高柳先生（昭和１０年）

試作第１号アイコノスコープによる最初の屋外写真
（左から堀井、高柳先生、松山氏、昭和１０年１１月１２日）

電子工学研究施設（昭和２５年施設発足の頃）

電子工学研究施設の TV 実験局（昭和２８年）

昭和３０年頃。左から、薮本、西田、堀井、高尾、
高木先生
− 266 −

昭和３０年新年会

髙栁会館（昭和３６年９月）

試作 PbO ビジコン（昭和３８年）

試作赤外線用ビジコン（昭和３３年）

− 267 −

開所式祝賀会。渡邊学長と初代事務長地田氏
X 線受像写真（昭和４０年）

昭和４０年教職員写真

創立間もない頃。中棟と廊下部分。

創立間もない頃。北棟と廊下部分。

− 268 −

昭和４５年ソフトボール大会。和地山公園。

開所５周年記念祝賀会。一人置いて左から武藤先生、高柳先生、渡邊元学長、小野学長、堀井所長。

− 269 −

テレビ発祥の地（西武公民館の前）

初代外国人客員教授ロビンス教授夫妻を囲んで。
前列左より、水品、ロビンス、萩野、助川、後列左より、木下、中西、福田、山田、安藤、熊川、野村、田中、畑中
各先生。

− 270 −

（「佐鳴」より転載）

− 271 −

テニスコート開き（昭和４２年５月）

テニスコートは駐車場に（平成２５年頃）

電研前庭（昭和４１年）

電研前庭（平成２７年）

正門からの写真。本部 S − Port（左）、工学部総合棟（中
央）、電研（右手前）、光拠点棟（右奥）（平成２７年）
電研東前庭（平成２７年）

電研西前庭（平成２７年）

５０周年記念植樹（ジャカランダの木）

− 272 −

研究所諸事項年表
1922 年

10 月 20 日

浜松高等工業学校創立。

1924 年

5月

浜松高等工業学校電気科に高柳健次郎先生がテレビジョン研究室を設置し、テレビジョン
の研究を開始。

1926 年

12 月 25 日

ブラウン管に「イ」の字を写すことに成功

1932 年

8月

浜松高等工業学校にテレビジョン研究棟 ( 電視研究室 ) 完成。

1937 年

9月

浜松高等工業学校に電視研究室の存続が認められた。

1937 年

10 月

1944 年

4月1日

学制改革により浜松高等工業学校が浜松工業専門学校に改称。

1945 年

6月

浜松高専及び電視研究室、空襲により壊滅。

1947 年

4月

電子工学研究室（旧電視研究室）広沢町の旧校舎で研究を再開。

1949 年

5 月 31 日

国立学校設置法 ( 昭和 24 年法律第 150 号 ) の施行により静岡大学が設置され、浜松工業専

（財）浜松工高電子工学奨励会を設立。

門学校は工学部となる。
1950 年

3 月 31 日

国立学校設置法の一部を改正する法律 ( 昭和 25 年法律第 51 号 ) により、浜松工業専門学校
の電視研究室は、静岡大学工学部附属電子工学研究施設 ( 真空管、回路、材料の 3 部門 ) と
なった。

1951 年

3 月 31 日

国立学校設置法の一部を改正する法律 ( 昭和 26 年法律第 84 号 ) により、浜松工業専門学校
が廃止された。

1954 年

4月1日

省令の一部改正により、電子物理部門が増設された。

1961 年

4月1日

省令の一部改正により、半導体部門が増設された。

1961 年

10 月 15 日

高柳記念館 ( 鉄筋コンクリート造 2 階建 356.4 ｍ 2) が竣工した。

1962 年

4月1日

省令の一部改正により、超高周波部門が増設された。

1964 年

3 月 25 日

静岡大学工学部附属電子工学研究施設実験研究棟 ( 鉄筋コンクリート造 3 階建 1,706 ｍ 2) が、
竣工した。

1965 年

3 月 30 日

静岡大学工学部附属電子工学研究施設実験研究棟及び事務部 ( 鉄筋コンクリート造 4 階建
1,934.82 ｍ 2) が、竣工した。

1965 年

4月1日

国立学校設置法の一部改正 ( 昭和 40 年法律第 15 号 ) により、電子工学研究所 ( 既設の 6 部門 )
が設置された。

1965 年

5 月 31 日

電子工学研究所の開所式を浜松市民会館で行った。
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1968 年

4月1日

省令の一部改正により、電子計測部門が増設された。

1969 年

2 月 28 日

極低温実験室 ( 平屋建 192 ｍ 2) が、竣工した。

1970 年

3月6日

実験研究棟 ( 鉄筋コンクリート造 3 階建 1,073 ｍ 2) が竣工した。

1973 年

4月1日

省令の一部改正により、応用物性部門が増設された。

1974 年

4月1日

省令の一部改正により、真空管部門を画像電子装置部門に名称変更した。

1975 年

創立 10 周年を記念して「10 年の軌跡」を発行。

1976 年

2 月 20 日

大学設置審議会大学設置分科会委員が実地視察した。

1980 年

3 月 20 日

実験研究棟 ( 鉄筋コンクリート造 3 階建 780 ｍ 2) が、竣工した。

1981 年

4月1日

省令の一部改正により、界面プロセス部門が増設された。

1983 年

3 月 23 日

実験研究棟 ( 鉄筋コンクリート造 3 階建 653 ｍ 2) が、竣工した。

1985 年

11 月 15 日

創立 20 周年記念式典を挙行した。

1988 年

12 月 6 日

テレビジョン研究の貢献に対し、静岡大学初の名誉博士号を高柳健次郎先生 (89) に授与さ
れる。

1989 年

5 月 29 日

省令の一部改正により、9 部門を電子材料部門（完全バルク結晶分野、結晶性薄膜材料分野、
アモルファス材料分野、超伝導材料分野）、電子デバイス部門（超高速デバイス分野、光デ
バイス分野、映像デバイス分野、表示デバイス分野）、電子システム部門（光計測システム
分野、電磁波応用システム分野、制御システム分野、映像化システム分野）の 3 大部門に
改組された。又、外国人客員教授部門が設置された。

1990 年

7 月 23 日

高栁健次郎先生永眠。

1991 年

1 月 31 日

第 1 回公開講演会を開催。

1993 年

6 月 21 日

ドイツのマックス・プランク固体研究所と部局間交流協定を結ぶ。

1995 年

10 月 2 日

創立 30 周年記念式典を挙行し、国際シンポジウム「電子材料の表面と薄膜に関する先端研
究」を開催した。

1995 年

11 月 2 日

第 1 回外部評価を実施（国内学識者 8 名）。

1996 年

11 月 22 日

第 2 回外部評価を実施（国内学識者 9 名）。

1996 年

12 月 6 日

第 2 回外部評価を実施（国内学識者 9 名）。

1998 年

12 月 8-9 日

第 3 回外部評価を実施（外国大学の工学部長及び研究所長）。
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1999 年

3月2日

第 3 回外部評価を実施（外国大学の工学部長及び研究所長）。

1999 年

9 月 17 日

総務庁行政静岡監察事務所による科学技術に関する行政監察を実施。～ 11 月 12 日までの
うち 11 日間。

1999 年

12 月 6-7 日

第 1 回高柳健次郎記念シンポジウム（第 9 回公開講演会）を開催。

2000 年

12 月 11-12 日

第 2 回高柳健次郎記念シンポジウムを開催。

2001 年

12 月 6-7 日

第 3 回高柳健次郎記念シンポジウムを開催。

2002 年

4月

3 大研究部門を 2 大研究部門〔光・電子科学部門（多元素物質創成分野、低次元構造機能分
野、光機能デザイン分野、ナノデバイス分野、極限フォトニックデバイス分野、アクティ
ブディスプレイ分野）、画像電子システム部門（極限光計測分野、超高速分子光情報処理分
野、知的インターフェイス分野、バイオセンシング分野、未開拓光イメージング分野、機
能集積撮像システム分野）〕に改組するとともにそれぞれの部門に基盤研究グループとプロ
ジェクトグループを編成した。

2002 年

6月

文部科学省知的クラスター「浜松オプトロニクスクラスター構想」事業に参画。

2002 年

7月8日

中国科学院上海技術物理研究所紅外物理国家重点実験室と国際交流協定を結ぶ。

2002 年

10 月 2 日

第 4 回高柳健次郎記念シンポジウム開催。

2002 年

10 月 3-4 日

静岡大学−中国浙江大学合同国際会議 ‘02 開催。

2002 年

11 月 18-20 日

第 6 回日本−カナダ宇宙技術に関するワークショップ開催。

2002 年

12 月 13 日

第 4 回外部評価を実施（国内学識者 7 名）。

2003 年

11 月 7 日

第 5 回高柳健次郎記念シンポジウムを開催。

2004 年

4月

国立大学法人静岡大学電子工学研究所となる。

2004 年

5月

2 大研究部門を 1 センター〔ナノビジョン研究推進センター（イメージングデバイス分野、
ナノデバイス分野、フォトニックデバイス分野、アクティブディスプレイ分野、極限ナノ
マシーニング分野、ビジョン・インテグレーション分野）〕と 2 研究部門〔ナノデバイス材
料部門（ナノ材料創成分野、ナノデバイスプロセス分野、ナノ構造解析応用分野）、新領域
創成部門（生体医療計測分野、光制御デバイス分野、環境センシング分野）〕に改組した。

2004 年

6月

21 世紀 COE「ナノビジョンサイエンスの拠点創成」プロジェクトを獲得する。

2004 年

6月

2004 年

11 月 12 日

第 6 回高柳健次郎記念シンポジウムを開催。

2005 年

2 月 14-15 日

第 1 回 COE 国際会議を開催。

「第 12 回固体薄膜・表面に関する国際会議（ICSFS-12）」を開催。
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2005 年

10 月 24 日

創立 40 周年記念行事を挙行。

2005 年

10 月 25-26 日

第 7 回高柳健次郎記念シンポジウム・第 2 回 COE 国際会議を合同で開催。

2006 年

5月

2006 年

10 月 24 日

第 8 回高柳健次郎記念シンポジウムを開催。

2007 年

1 月 23-24 日

第 3 回 COE 国際会議・第 9 回 JICAST2007 を合同で開催。

2007 年

1月

ウクライナ国立アカデミー V.E. ラシュカリョフ半導体物理研究所と部局間交流協定を締結。

2007 年

2 月 8-9 日

インターアカデミア若手研究者ワークショップ 2007（iAY-2007）
・COE 若手研究者ワーク

「堀井賞」を設置。

ショップ 2007（COEY-2007）を合同で開催。
2007 年

3月

マドリード工科大学マイクロエレクトロニクス研究所と部局間交流協定を締結。

2007 年

4月

ナノデバイス作製・評価センター設置。

2007 年

10 月 24 日

第 9 回高柳健次郎記念シンポジウムを開催。

2008 年

11 月 17-18 日

第 10 回高柳健次郎記念シンポジウム・第 5 回 COE 国際会議を合同で開催。

2009 年

9月

サンクトペテルブルグ国立工業大学と部局間交流協定を締結。

2009 年

11 月 12-13 日

静岡大学電子工学研究所

高柳健次郎先生マイルストーン受賞記念行事並びに第 11 回高柳

健次郎記念シンポジウムを開催。
2010 年

1 月 18-19 日

2010 International Workshop on Advanced Nanovision Science 開催

2010 年

4月

特別教育研究経費「異分野技術の融合による革新的画像工学創成事業」採択

2010 年

11 月 18-19 日

第 12 回高柳健次郎記念シンポジウムを開催。

2010 年

12 月

ルール大学ボッフム校と部局間交流協定を締結。

2011 年

1 月 17-18 日

2011 International Workshop on Advanced Nanovision Science 開催

2011 年

11 月 17-18 日

第 13 回高柳健次郎記念シンポジウムを開催。

2012 年

1 月 23-24 日

2012 International Workshop on Advanced Nanovision Science 開催

2012 年

11 月 27-28 日

第 14 回高柳健次郎記念シンポジウムを開催。

2013 年

1 月 21-22 日

2013 International Workshop on Advanced Nanovision Science 開催

2013 年

4月

所内組織を「ナノビジョン研究部門」、「極限デバイス研究部門」、「ナノマテリアル研究部
門」、「生体計測研究部門」の 4 部門、1 外国人客員教授部門に組織変更
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2013 年

4月

2013 年

3月

共同利用・共同研究拠点「イメージングデバイス研究拠点」に認定
「地域資源等を活用した産学連携による国際科学イノベーション拠点整備事業」に、浜松ホ
トニクス、静岡大学、浜松医科大学、光産業創成大学院大学の共同提案が選定。

2013 年

11 月 12-13 日 第 15 回高柳健次郎記念シンポジウムを開催。

2014 年

1 月 20-21 日

2014 年

11 月 11-12 日 第 16 回高柳健次郎記念シンポジウムを開催。

2015 年

1 月 27-28 日

2014 International Workshop on Advanced Nanovision Science 開催

International Symposium toward the Future of Advanced Researches in Shizuoka
University- Joint International Workshops on Advanced Nanovision Science/ Advanced
Green Science/Promotion of Global Yong Researchers in Shizuoka University
2015 年

2 月 13 日

「光創起イノヴェーション拠点」開所式

2015 年

4月

工学、理学、農学、情報学研究科（修士課程）を統合して「総合科学技術研究科」へ改組

2015 年

9 月 28-30 日

第 14 回インターアカデミアを開催

2015 年

11 月 16 日

研究所創立５０周年記念式典、祝賀会

2015 年

11 月 17,18 日 第１７回高柳健次郎記念シンポジウム
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電子工学研究所

組織、人事の変遷

電子物理：教授

歴代所長

山田祥二講師

助手

喜多尾道火児、

助手

桑原

熊川征司、

弘

初代

堀井

隆 （１９６５年―１９７１年）

半 導 体：教授

２代

高尾磐夫 （１９７１年―１９７５年）

助手

伊ヶ崎泰宏、助手

石川賢司

３代

西田亮三 （１９７５年−１９７９年 )

真 空 管：教授

西田亮三、助教授

萩野

４代

三橋広二 （１９７９年―１９８２年）

５代

島岡五朗 （１９８２年―１９８８年）

６代

萩野

實 （１９８８年−１９９４年）

助手

７代

水品静夫 （１９９４年―１９９７年）

超高周波：教授

８代

熊川征司 （１９９７年―２００３年）

助手

９代

渡邊健蔵 （２００３年―２００５年）

１０代

福田安生 （２００５年―２００７年）

１１代

三村秀典 （２００７年―現在）

武藤時雄、講師

豊田耕一、

岡本

忍

路：教授

堀井

隆、助教授

回

助手

材

實、

山本達夫、

清水洋美
高尾磐夫、助教授

料：教授

林

達郎、助手

林

渡邊健蔵

高木克己、助教授

助手

真砂健二、

助手

松田克基

敏也、

中野栄一、

事務部
事務長：地田義明、庶務：係長

１９６５年（昭和４０年）
所

隆

事務官

金子正一、事務官

山田祥二、

作業員

佐藤武雄、会計：係長

喜多尾道火児

事務官

寺田公子、事務官

運転手

小林金一

長：堀井

電子物理：教授
助手
半 導 体：教授
助手

武藤時雄、講師

豊田耕一、

西田亮三、助教授
岡本

忍

路：教授

堀井

隆、助教授

萩野

助手
回

助手

實、

山本達夫、

高尾磐夫、助手

材

高木克己、助教授

林

中津川元雄、技術員
中村康夫、技官

古屋里子、

真 空 管：技官

甲賀正則、技官

浦田孝延、

回

達郎

係長

青島正一、

超高周波：技術員

白井忠雄、

技術員

杉浦一夫、

金子正一、伊ヶ崎智世枝、

作業員

佐藤武雄

会計

係長

材

小林正雄、

事務官

料：技官

鈴木梅次、事務官

吉山三夫、

所

松尾和子、運転手

小林金一

電子物理：教授

長：堀井
助手

熊川征司、

喜多尾道火児、助手

弘

石川賢司

真 空 管：教授

西田亮三、助教授

萩野

中村康夫、
甲賀正則、浦田孝延、

稲木裕一、技能員

岡本

忍、助手

路：教授

堀井

隆、助教授

助手

技官杉浦俊治、技能員青島正一、

助手

技官

古根村賢之輔、鈴木佳子

[材

超高周波：教授

技術員

白井忠雄、杉浦一夫、

[ 超高周波 ]

材

高尾磐夫、助教授

河村和彦

達郎、助手

林

敏也、

渡邊健蔵

高木克己、助教授

中野栄一、

助手

中西洋一郎、助手

松本晃一

事務部
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山本達夫、

清水洋美、助手
林

實、

宮尾正大

料：教授

１９６６年（昭和４１年）
隆

豊田耕一、

助手
回

池谷秀明、

武藤時雄、講師

桑原

伊ヶ崎泰宏、助手

技官

長：堀井

山田祥二、講師

助手

技官

所

隆

朝倉憲夫、

[真 空 管]

料]

鈴木佳子

半 導 体：教授

[半 導 体]

路]

古根村賢之輔、技官

中津川元雄、

技官
技術員

[回

高村基範、

１９６７年（昭和４２年）

教室付職員
[ 電子物理 ]

池谷秀明、

杉浦俊治、技官

技能員

事務部

朝倉憲夫、

稲木裕一、技能員

路：技官

中野栄一、

真砂健二

事務長：地田義明、庶務

吉山三夫、

半 導 体：技官
技官

超高周波：教授
助手

鈴木梅次、

電子物理：技官

清水洋美

料：教授

加茂和子、

教室付職員

伊ヶ崎泰宏

真 空 管：教授

小林正雄、

事務長：地田義、庶務：係長
事務官

金子正一、事務官

作業員

佐藤武雄、会計：係長

事務官

務官

内山糸子

運転手

小林金一、教室付職員

鈴木梅次、

寺田公子、事務官

電子物理：技官

池谷秀明、

山田祥二、講師

白井忠雄、技術員
古根村賢之輔、技官

喜多尾道火児、助手
武藤時雄、講師

萩野

助手

岡本

忍、助手

路：教授

堀井

隆、助教授

助手

材

助手

山田祥二、講師

半 導 体：教授

喜多尾道火児、助手
武藤時雄、講師

桑原

宮尾正大
山本達夫、

清水洋美、助手

河村和彦

高尾磐夫、助教授

林

渡邊健蔵、助手

敏也、

長谷川

中野栄一、

助手

中西洋一郎、助手

松本晃一

助川徳三

事務部

弘

事務長：地田義明、庶務：係長

豊田耕一、

小林正雄、

助手

伊ヶ崎泰宏、助手

石川賢司

事務官

金子正一、事務官

内山糸子

真 空 管：教授

西田亮三、助教授

萩野

作業員

佐藤武雄、補佐員

内山和子、

岡本

忍、助手

路：教授

堀井

隆、助教授

回

助手
助手
超高周波：教授
材

会

山本達夫、
河村和彦

高尾磐夫、助教授

助手

實、

宮尾正大

清水洋美、助手
渡邊健蔵、助手

林

朗

料：教授

高木克己、助教授

中野栄一、

助手

中西洋一郎、助手

松本晃一

計：係長

鈴木梅次、事務官

事務官

吉山三夫、運転手

補佐員

田淵たつ子

小林金一、

電子物理：技官

中津川元雄、技官

朝倉憲夫、

技官

納富錬太郎、技官

浦部和雄

半 導 体：技官

中村康夫、技官

技官

事務部
事務長：地田義明、庶務：係長

小林正雄、

真 空 管：技官

甲賀正則、技官

浦田孝延、
池谷秀明、

金子正一、事務官

内山糸子

技官

稲木裕一、技官

作業員

佐藤武雄、補佐員

内山和子、

技官

加藤隆仁、

会

回

計：係長

村松喜和、
鈴木梅次、

事務官

寺田公子、事務官

吉山三夫、

運転手

小林金一、補佐員

田淵たつ子

路：技官

杉浦俊治、技官

高村基範、

超高周波：技官

白井忠雄、補佐員

材

古根村賢之輔、技官

料：技官

柴田亮、
鈴木佳子

１９７０年（昭和４５年）

教室付職員
電子物理：技官

中津川元雄、技官

朝倉憲夫、

所

技官

納富錬太郎、技官

浦部和雄

電子物理：教授

古屋里子、

助手

半 導 体：技官
技官
真 空 管：技官
回

古屋里子、

北川良一、

事務官

補佐員

寺田公子、

教室付職員

敏也、

長谷川

朗

高木克己、助教授

電子計測：助教授

熊川征司、

實、

料：教授

隆

電子物理：教授

豊田耕一、

西田亮三、助教授

助手
長：堀井

弘

真 空 管：教授

超高周波：教授

１９６８年（昭和４３年）

桑原
石川賢司

杉浦一夫、
鈴木佳子

熊川征司、

伊ヶ崎泰宏、助手

回

青島正一、

材

所

鈴木佳子

助手

高村基範

超高周波：技官
料：技官

杉浦一夫

隆

助手

浦田孝延、

杉浦俊治、技官

技能員

長：堀井

半 導 体：教授

稲木裕一、技能員

路：技官

古根村賢之輔、技官

料：技官

古屋里子、

甲賀正則、技官

技官

材

電子物理：教授

北川良一、

真 空 管：技官

白井忠雄、技官

所

浦部和雄、

中村康夫、技官

技術員

超高周波：技官

吉山三夫、

中津川元雄、技術員

半 導 体：技官

青島正一、

１９６９年（昭和４４年）

朝倉憲夫、技術員

回

技官

小林正雄、

中村康夫、技官

隆
山田祥二、助教授

助手

武藤時雄、講師

浦田孝延、

技官

稲木裕一、技官

池谷秀明、

電子計測：助教授

路：技官

杉浦俊治、技官

高村基範、

真 空 管：教授

桑原

弘

豊田耕一、

伊ヶ崎泰宏、助手

技官
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熊川征司、

喜多尾道火児、助手

半 導 体：教授

北川良一、
甲賀正則

長：堀井

石川賢司

助川徳三
西田亮三、助教授

萩野

實、

岡本

忍、助手

路：教授

堀井

隆、助教授

回

助手
助手
助手

教室付職員

河村和彦

高尾磐夫、助教授
渡邊健蔵、助手

林

小林金一、補佐員

藤田順子

山本達夫、

清水洋美、助手

超高周波：教授

吉山三夫、運転手

宮尾正大

電子物理：技官

敏也、

長谷川

朗

中津川元雄、技官

朝倉憲夫、

技官

浦部和雄、技官

佐竹良和

料：教授

高木克己、助教授

中野栄一、

半導体

：技官

中村康夫、技官

友田和一、

助手

中西洋一郎、助手

松本晃一

電子計測：技官

勝野廣宣、技官

深谷光男

真空管

：技官

浦田孝延、技官

稲木裕一、

技官

池谷秀明、技官

加藤隆仁、

路：技官

杉浦俊治、技官

高村基範、

材
事務部

事務長：地田義明、庶務：係長

岡本佐市、

事務官

金子正一、事務官

内山糸子

回

作業員

佐藤武雄、補佐員

内山和子、

超高周波：技官

柴田亮、技官

材

古根村賢之輔、技官

会

計：係長

鈴木梅次、事務官

事務官

吉山三夫、運転手

補佐員

田淵たつ子

寺田公子

料：技官

１９７２年（昭和４７年）
所

中津川元雄、技官

長：高尾磐夫

電子物理：教授

朝倉憲夫、

助手

山田祥二、助教授

浦部和雄、技官

佐竹良和

半 導 体：技官

中村康夫、技官

古屋里子、

電子計測：技官

勝野廣宣、技官

深谷光男

真 空 管：技官

浦田孝延、技官

稲木裕一、

電子計測：助教授

技官

池谷秀明、技官

加藤隆仁、

真空管

半導体

杉浦俊治、技官

高村基範、

白井忠雄、技官

柴田亮、

材

古根村賢之輔、技官

助手

路：技官

回

路：教授
助手

鈴木佳子

超高周波：教授
助手

１９７１年（昭和４６年）
所

材料

長：高尾磐夫

電子物理：教授
助手
半導体 ：

講師
助手

電子計測：教授
助手
真空管

：教授

山田祥二、助教授
豊田耕一、助手

田中

助川徳三、

岡本

忍、助手

路：教授

堀井

隆、助教授

萩野

助手
超高周波：教授
助手
材料

實、

宮尾正大

長谷川

高木克己、助教授

中野栄一、

助手

中西洋一郎、助手

松本晃一

忍、助手

宮尾正大

三橋広二、助教授
清水洋美、助手

山本達夫、
河村和彦

高尾磐夫、助教授
渡邊健蔵、助手

水品静夫、
長谷川

朗

助手

中西洋一郎、助手

松本晃一

岡本佐市、

佐藤武雄、補佐員

袴田昭代、会計：

鈴木梅次、事務官

寺田公子

事務官

山崎治作、事務官

山内賢司、

運転手

小林金一、補佐員

永田京子

回路

浦部和雄、技官

望月靖史

中村康夫、技官

友田和一、

勝野廣宣、真空管：

技官

浦田孝延、技官

稲木裕一、

技官

池谷秀明、技官

加藤隆仁、

技官

平賀高成、

：技官

金原美奈子

作業員

佐藤武雄、補佐員

斉藤充、会計：

技官

寺田公子、事務官

超高周波：技官
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朝倉憲夫、

技官
電子計測：技官

岡本佐市、

中津川元雄、技官

：技官

金子正一、事務官
鈴木梅次、事務官

岡本

中野栄一、

事務官
係長

西田亮三、助教授

作業員

事務部
事務長：鈴木誠一、庶務：係長

昭

金原美奈子

半導体

朗

：教授

田中

金子正一、事務官

水品静夫、

渡邊健蔵、助手

助川徳三、助手

高木克己、助教授

電子物理：技官

河村和彦

高尾磐夫、助教授

石川賢司

教室付職員

山本達夫、

清水洋美、助手

伊ヶ崎泰宏、助手

事務官
係長

昭

西田亮三、助教授

豊田耕一、

事務長：鈴木誠一、庶務：係長

伊ヶ崎泰宏、

三橋広二、助教授

弘

事務部

弘

石川賢司

助手
回

桑原

實、講師

桑原

：教授

熊川征司、

喜多尾道火児、助手

萩野

助手

超高周波：技官
料：技官

：教授

：教授

熊川征司、

喜多尾道火児、助手

技官

回

鈴木佳子

小林金一、

教室付職員
電子物理：技官

足木光昭、

杉浦俊治、技官

高村基範、

深谷光男、
柴田亮、技官

足木光昭、

材

料：技官

古根村賢之輔、技官

回路

鈴木佳子

：教授

山本達夫、助手

助手
所長

材料

：高尾磐夫

電子物理：教授

山田祥二、助教授

助手

三橋広二、講師

事務長：加藤義孝、庶務：係長

萩野

助川徳三、

作業員

佐藤武雄、補佐員

實、助教授

宮尾正大、助手

：教授

西田亮三、助手

回路

：助教授

田中

真空管

係長

昭

宏
岡本

山本達夫、助手

忍、

山崎治作、事務官

運転手

小林金一
石野文昭、

森本文子、

：技官

中村康夫、技官

友田和一、

：教授

高木克己、助教授

中野栄一、

応用物性：技官

勝野廣宣、技官

粟野春之、

助手

中西洋一郎、助手

松本晃一

電子計測：技官

高橋秀年、技官

築地光雄、

金原美奈子、事務官

作業員

佐藤武雄、補佐員

画像電子装置：技官

浦田孝延、技官

稲木裕一

技官

加藤隆仁、技官

平賀高成、

岡本佐市、
回

伊藤忠雄

路：技官

材料：技官

寺田公子

事務官

山崎治作、事務官

山内賢司、

運転手

小林金一、補佐員

永田京子

足木光昭

古根村賢之輔、技官

所長

：西田亮三

電子物理：教授

電子物理：技官

浦部和雄、技官

望月靖史、

半導体

：技官

中村康夫、技官

友田和一

応用物性：技官

勝野廣宣、技官

粟野春之、

真空管

：技官

浦田孝延、技官

稲木裕一

技官

加藤隆仁、技官

平賀高成、

応用物性：教授

路：技官

杉浦俊治、技官

深谷光男、

助手

超高周波：技官

柴田亮、技官

材料

古根村賢之輔、技官

助手

山田祥二、助教授

半導体

：教授

三橋広二、講師

助手

回路

１９７４年（昭和４９年）

助手

助川徳三、

高崎

：教授
助手

応用物性：教授
助手

三橋広二、講師

石川賢司

萩野

助川徳三、

實、助教授

宮尾正大、助手
高崎

真空管

西田亮三、助手

助手

宏 、講師

材料

豊田耕一、

田中

昭

山口十六夫

忍、助手

安藤隆男、

畑中義式
清水洋美、

河村和彦
水品静夫、助手

渡邊健蔵、

近藤博司

：教授

高木克己、助教授

中野栄一、

助手

中西洋一郎、助手

松本晃一

事務部
事務長：加藤義孝

昭

庶務：係長

山口十六夫
岡本

宏 、講師

山本達夫、助手

助手

弘

伊ヶ崎泰宏、助手

電子計測：教授
：教授

桑原

田中

西田亮三、助教授

岡本

超高周波：教授

熊川征司、

喜多尾道火児、助手

實、助教授

宮尾正大、助手

助手

山田祥二、助教授

豊田耕一、
石川賢司

：教授

：高尾磐夫

弘

萩野

画像電子装置：教授

鈴木佳子

桑原

伊ヶ崎泰宏、助手

電子計測：教授

足木光昭、

熊川征司、

喜多尾道火児、助手

助手

電子物理：教授

鈴木佳子

１９７５年（昭和５０年）

教室付職員

：技官

杉浦俊治、

超高周波：技官

市川清美、会計：

鈴木梅次、事務官

半導体

山内賢司、

浦部和雄、技官

事務官
半導体

事務官

所長

寺田公子

事務官

水品静夫、

渡邊健蔵

事務長：鈴木誠一、庶務：係長

回

伊藤忠雄
市川清美、会計：

鈴木梅次、事務官

電子物理：技官

河村和彦
高尾磐夫、助教授

岡本佐市、

教室付職員

清水洋美、

事務部

係長

松本晃一

金原美奈子、事務官

高崎

材料

中西洋一郎、助手

事務部

弘

豊田耕一、

電子計測：教授

助手

助手

事務官

助手

助手

中野栄一、

石川賢司

応用物性：教授

渡邊健蔵

高木克己、助教授

伊ヶ崎泰宏、助手

助手

超高周波：教授

桑原

水品静夫、助手

：教授

熊川征司、

喜多尾道火児、助手

半導体：教授

河村和彦

超高周波：助教授

１９７３年（昭和４８年）

清水洋美、

事務官

忍、

伊藤忠雄、補佐員

会計：係長

畑中義式
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岡本佐市、事務官

金原美奈子、

市川清美

鈴木梅次、事務官

寺田公子、

事務官

山崎治作、事務官

運転手

小林金一

技官

山内賢司
回路

教室付職員
電子物理：技官

浦部和雄、技官

事務官

森本文子、

半導体

石野文昭、

青山

：技官

稲木裕一、

超高周波：技官

足木光昭、

材料

古根村賢之輔、技官

：技官

中村康夫、技官

友田和一、

勝野廣宣、技官

粟野春之、

所長

電子計測：技官

高橋秀年、技官

築地光雄、

電子物理：教授

回路

浦田孝延、技官

平賀高成、

：技官

稲木裕一、

超高周波：技官

山田祥二、助教授

助手
：教授

三橋広二、講師

所長

助川徳三、

電子物理：教授
半導体

三橋広二、講師

助手

石川賢司

萩野

助川徳三、

助手

實、助教授

宮尾正大、助手

電子計測：教授

高崎

清水洋美、助手

河村和彦

超高周波：教授

水品静夫、助手

近藤博司

材料

：教授

高木克己、助教授

中野栄一、

助手

中西洋一郎、助手

松本晃一

補佐員

佐野浩子、会計：係長

事務官

寺田公子、事務官

事務官

山内賢司、大学院：係長

事務官

新村

中野栄一、

教室付職員

助手

中西洋一郎、助手

松本晃一

電子物理：技官

岡本佐市、

事務官

金原美奈子、事務官

伊藤忠雄

補佐員

市川清美、会計：係長

事務官

寺田公子、事務官

山崎治作

事務官

山内賢司、運転手

小林金一、大学院：

鈴木梅次、

古山三夫、

石野文昭、

森本文子、

半導体

：技官

中村康夫、技官

友田和一、

応用物性：技官

勝野廣宣、技官

粟野春之、

電子計測：技官

高橋秀年、技官

築地光雄、

技官

石野文昭、

山崎治作

事務官

回路

教室付職員

池谷元志、

浦部和雄、技官

画像電子装置：技官

中嶋好幸

伊藤忠雄

隆

高木克己、助教授

浦部和雄、技官

鈴木唯一、

清水洋美、

近藤博司

電子物理：技官

渡邊健蔵、

助手

金原美奈子、事務官

渡邊健蔵、

事務長：加藤義孝、庶務：係長

事務官

山本達夫、助教授

：教授

古山三夫、事務官

畑中義式

事務官

事務部

係長

忍、助手

畑中義式

忍、助手

水品静夫、助手

助手
材料

西田亮三、

事務長：武内信夫、庶務：係長

河村和彦

超高周波：教授

梅田倫弘

事務部

山本達夫、助手

助手

昭

安藤隆男、
岡本

：教授

宏、

岡本

：教授

山口十六夫

西田亮三、

助教授
回路

田中

宏 、講師

画像電子装置：教授

回路

豊田耕一、

昭

安藤隆男、

助手

弘

伊ヶ崎泰宏、助手

応用物性：教授

助手

桑原

田中

山口十六夫、助手

助教授

熊川征司、

喜多尾道火児、助手

：教授

高崎

画像電子装置：教授

山田祥二、助教授

助手

實、助教授

宮尾正大、助手

助教授

：西田亮三

豊田耕一、

萩野

電子計測：教授
１９７６年（昭和５１年）

弘

石川賢司

助手

鈴木佳子

桑原

伊ヶ崎泰宏、助手

応用物性：教授

古根村賢之輔、技官

熊川征司、

喜多尾道火児、助手

助手

足木光昭、材料：

技官

：西田亮三

加藤隆仁
半導体

技官

鈴木佳子

１９７７年（昭和５２年）

：技官

応用物性：技官

画像電子装置：技官

満、

青山

浦田孝延、技官

平賀高成

満、

：技官

稲木裕一、

超高周波：技官

足木光昭、

材料

古根村賢之輔、技官

：技官

鈴木佳子

森本文子、

半導体：技官

中村康夫、技官

友田和一、

１９７８年（昭和５３年）

応用物性：技官

勝野廣宣、技官

粟野春之、

所長

電子計測：技官

高橋秀年、技官

築地光雄、

電子物理：教授

画像電子装置：技官

浦田孝延、技官

：西田亮三
助手

平賀高成
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山田祥二、助教授
喜多尾道火児、助手

熊川征司、
桑原

弘

半導体

：教授

三橋広二、講師

助手

伊ヶ崎泰宏、助手

石川賢司

萩野

助川徳三、

応用物性：教授
助手

實、助教授

宮尾正大、助手

電子計測：教授

高崎

助教授

田中

助手
回路

昭

山口十六夫、助手

梅田倫弘

助手

岡本

：教授

河村和彦

超高周波：教授

水品静夫、助手

杉本光範、

近藤博司

：教授

島岡五朗、助教授

中野栄一、

助手

中西洋一郎、助手

松本晃一

事務部

渡邊健蔵、

助手

清水洋美、助手

河村和彦

事務長：伊東正夫、庶務：係長

超高周波：教授

水品静夫、助手

杉本光範、

事務官

金原美奈子、事務官

補佐員

佐野浩子、会計：係長

事務官

寺田公子、主任

事務官

古橋啓一、

助手
材料

近藤博司

：助教授

中野栄一、助手

助手

中西洋一郎、

松本晃一

大学院：係長

事務長：武内信夫、

事務官

村松晴子、事務官

庶務：係長

事務官

西山卓男

鈴木唯一、

金原美奈子、事務官

補佐員

佐野浩子、

会計：係長

山内賢司、

大学院：係長

足立達美

村松晴子、事務官

事務官

西山卓男

新村

電子物理：技官

浦部和雄、技官

石野文昭、

半導体

：技官

中村康夫、技官

友田和一、

応用物性：技官

勝野廣宣、技官

粟野春之、

電子計測：技官

高橋秀年、技官

築地光雄、

技官

青山

技官

浦田孝延、技官

青山

満、

所長

足木光昭、

古根村賢之輔、技官

電子物理：教授

平賀高成、

山田祥二、助教授

助手

満、

超高周波：技官

足木光昭、

助手

材料

古根村賢之輔、技官

：教授

三橋広二、講師

伊ヶ崎泰宏、助手
萩野

助手

助手
半導体

：教授
助手

応用物性：教授
助手
電子計測：教授

喜多尾道火児、助手
三橋広二、講師
萩野

助川徳三、

高崎

助手

實、助教授

田中

宏 、助教授

回路

昭

山口十六夫、
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田中

：教授

昭

宏、

斉藤順雄、助手

豊田耕一、
石川賢司

助川徳三、

山口十六夫、

画像電子装置：助教授

早川泰弘

伊ヶ崎泰宏、助手
宮尾正大、助手

助手

熊川征司、

石川賢司
實、助教授

高崎

助教授

：三橋広二

早川泰弘

豊田耕一、

宮尾正大、助手

電子計測：教授

１９７９年（昭和５４年）

熊川征司、

喜多尾道火児、助手

応用物性：教授

鈴木佳子

山田祥二、助教授

鈴木佳子

：三橋広二

半導体

電子物理：教授

平賀高成、技官

１９８０年（昭和５５年）

稲木裕一、

所長

粟野春之、

稲木裕一、

材料：技官

：技官
：技官

友田和一、

高橋秀年、画像電子装置：

超高周波：技官

教室付職員

回路

中村康夫、技官

石野文昭、

勝野廣宣、技官

隆

浦田孝延、技官

隆

電子計測：技官

回路：技官

像電子装置：技官

忍、

応用物性：技官

古山三夫、

事務官

新村

浦部和雄、技官

半導体：技官

寺田公子、事務官

平沢

教室付職員

伊藤忠雄

池谷元志、

事務官

根木貴行

中村礼司、

電子物理：技官

事務官

鈴木唯一、

足立達美

事務部

事務官

渡邊健蔵、

清水洋美、助手

畑中義式

山本達夫、助教授

畑中義式

助手

材料

忍、助手

忍、助手

山本達夫、助教授

助手

安藤隆男、

梅田倫弘

安藤隆男、

岡本

：教授

西田亮三、

助教授

斉藤順雄、助手

画像電子装置：助教授

宏、

画像電子装置：教授

回路

助手

豊田耕一、

梅田倫弘

安藤隆男、
岡本

忍、助手

山本達夫、助教授

畑中義式
渡邊健蔵、

助手

清水洋美、助手

河村和彦

超高周波：教授

水品静夫、助手

杉本光範、

助手

近藤博司

材料

：教授

島岡五朗、助教授

中野栄一、

主任

助手

中西洋一郎、助手

松本晃一

事務官

古橋啓一、大学院：係長

中村礼司、

事務官

村松晴子、事務官

隆、

事務官

西山卓男

事務部
事務長：伊東正夫、庶務：係長
事務官

金原美奈子、事務官

補佐員

佐野浩子、会計：係長

鈴木唯一、

主任
事務官

足立達美、事務官

平沢

忍、

寺田公子、

石野文昭、

中村康夫、技官

友田和一、

：技官

応用物性：技官

粟野春之、
高橋秀年、

電子計測：技官

新村

西山卓男

画像電子装置：技官

隆、事務官

教室付職員
電子物理：技官

浦部和雄、技官

半導体：技官

中村康夫、技官

石野文昭、

勝野廣宣、技官

電子計測：技官

高橋秀年、

画像電子装置：技官

平賀高成、

技官

青山

技官

百瀬与志美、

技官

百瀬与志美、
：技官

古根村賢之輔、技官

足木光昭、
古根村賢之輔、技官

半導体

鈴木佳子

１９８１年（昭和５６年）

：技官

三橋広二、講師

：

伊ヶ崎泰宏、助手

電子計測：教授

高崎

宏、

萩野

實、助手

電子計測：教授

高崎

宏、

助教授

回路

画像電子装置：助教授
助手
路：教授

畑中義式

山本達夫、助教授

河村和彦
杉本光範、

助手

近藤博司

：教授

島岡五朗、助教授

界面ﾌﾟﾛｾｽ：教授

助川徳三、助手

超高周波：教授

水品静夫、助手

杉本光範、

事務官

中嶋民江、事務官

補佐員

森下登代子、

助手
界面ﾌﾟﾛｾｽ：教授

近藤博司

会計：係長

中西洋一郎、

事務官

松本晃一
助川徳三、助手

田中

事務官
金原美奈子、事務官

補佐員

佐野浩子、会計：係長

根木貴行
平沢

田中

昭

郷野恒久、

忍、主任

根木貴行、

寺田公子、事務官

木俣義雄、
古橋啓一、

中村礼司、事務官

山内賢司、事務官

村松晴子、

西山卓男

教室付職員

郷野恒久、

事務官

平沢

大学院：係長

昭

事務部
事務長：伊東正夫、庶務：係長

松本晃一

事務部

渡邊健蔵、

事務長：伊東正夫、庶務：係長

島岡五朗、助手

伊ヶ崎泰宏、

中西洋一郎、 助手

河村和彦

：教授

渡邊健蔵、

水品静夫、助手

清水洋美、助手

材料

忍

清水洋美、助手

助手
助手

岡本

山本達夫、助教授

助手
畑中義式

助手

助手

安藤隆男、
忍、助手

安藤隆男、

超高周波：教授
材料

岡本

斉藤順雄、

梅田倫弘

：教授

斉藤順雄、

梅田倫弘

宮尾正大

山口十六夫、助手

助教授

宮尾正大

山口十六夫、助手

石川賢司

實、助教授

画像電子装置：助教授

石川賢司

早川泰弘

豊田耕一、助手
萩野

助手

早川泰弘

熊川征司、

喜多尾道火児、助手

講師

豊田耕一、

応用物性：教授

回

山田祥二、助教授

応用物性：教授

熊川征司、

喜多尾道火児、助手

助手

勝野廣宣

助教授

山田祥二、助教授

助手

鈴木佳子、

：島岡五朗

：三橋広二

：教授

近藤一之、

材料

助手

材料

半導体

稲木裕一、技官

電子物理：教授

近藤一之、

足木光昭、

助手

満、

超高周波：技官

所長

超高周波：技官

電子物理：教授

青山

１９８２年（昭和５７年）

満、

稲木裕一、技官

：技官

平賀高成、技官

界面ﾌﾟﾛｾｽ：技官

浦田孝延、

技官

：技官

粟野春之、

浦田孝延、

技官
回路

友田和一、

応用物性：技官

所長

浦部和雄、技官

半導体

村松晴子、

事務官

新村

電子物理：技官

中村礼司、事務官

大学院：係長

寺田公子、

教室付職員

根木貴行

古橋啓一、

回路

木俣義雄、事務官

忍、
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電子物理：技官

浦部和雄、技官

半導体

友田和一、

：技官

石野文昭、

応用物性：技官

粟野春之、

回路

電子計測：技官

高橋秀年、

超高周波：技官

中村康夫、

材料

古根村賢之輔、

画像電子装置：技官

回路

浦田孝延、技官
青山

技官

百瀬与志美、

勝野廣宣

近藤一之、
１９８４年（昭和５９年）

中村康夫、

材料

古根村賢之輔、技官

所長

鈴木佳子、

：島岡五朗

電子物理：教授

勝野廣宣

山田祥二、講師

助手
半導体

１９８３年（昭和５８年）
所長

助手
半導体

：

石川賢司

電子計測：教授

宮尾正大

助手

萩野

實、助教授

電子計測：教授

高崎

宏、

助教授

安藤隆男、

山本達夫、助教授
清水洋美、助手

河村和彦

超高周波：教授

水品静夫、助手

杉本光範、

助手

超高周波：教授

水品静夫、助手

材料

島岡五朗、

：教授

伊ヶ崎泰宏、

事務長：伊東正夫、

助手

中西洋一郎、助手

松本晃一

庶務：係長

助川徳三、助手

田中

事務官

昭

中嶋民江、事務官

昭

大学院：係長

事務官

中嶋民江、事務官

補佐員

森下登代子、

事務官

佐藤忠弘

佐藤忠弘、

高岡保寿、主任

事務官

郷野恒久、

寺田公子、事務官

木俣義雄、
石上修二、

平沢忍、事務官

山内賢司、事務官

子長谷栄子、

鈴井篤也

教室付職員

高岡保寿、

木俣義雄、事務官

寺田公子、

渡邊修二、
平沢忍、

村松晴子、事務官

電子物理：技官

浦部和雄、技官

半導体

：技官

友田和一、

応用物性：技官

粟野春之、

電子計測：技官

高橋秀年、

画像電子装置：技官

山内賢司、

技官

鈴井篤也
回路

教室付職員

古根村賢之輔、技官

友田和一、

材料

応用物性：技官

粟野春之、

界面ﾌﾟﾛｾｽ：技官

電子計測：技官

高橋秀年、
青山

満、技官

：技官

勝野廣宣

１９８５年（昭和６０年）
所長

百瀬与志美、
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：島岡五朗

平賀高成、

百瀬与志美、

中村康夫、

：技官

平賀高成、

満、技官

超高周波：技官

半導体

浦田孝延、技官

浦田孝延、技官

青山

稲木裕一、

浦部和雄、技官

画像電子装置：技官

石野文昭、

石野文昭、

：技官

電子物理：技官

技官

田中

郷野恒久、

庶務：係長

事務官

助川徳三、助手

松本晃一

事務部

事務長：伊東正夫、

主任

杉本光範

伊ヶ崎泰宏、

島岡五朗、助教授

大学院：係長

渡邊健蔵、

中西洋一郎、助手

界面ﾌﾟﾛｾｽ：教授

会計：係長

事務官

畑中義式

清水洋美

助手

事務部

主任

梅田倫弘

山本達夫、助教授

：教授

会計：係長

山口十六夫、

安藤隆男、助教授

助教授

近藤博司

界面ﾌﾟﾛｾｽ：教授

宏 、助教授

斉藤順雄、助手

：教授

渡邊健蔵、

助手

宮尾正大、

野村卓志
高崎

助手

畑中義式

路：教授

材料

回路

斉藤順雄、

梅田倫弘

助教授

實、助教授

画像電子装置：教授

山口十六夫、助手

画像電子装置：教授

萩野

助手

応用物性：教授

回

応用物性：教授

豊田耕一、助手

石川賢司、

早川泰弘

熊川征司、

早川泰弘

講師

助手

熊川征司、助手

助手

山田祥二、助教授

豊田耕一、

喜多尾道火児

：教授

：島岡五朗

電子物理：教授

近藤一之、

鈴木佳子、

界面ﾌﾟﾛｾｽ：技官

稲木裕一、技官

界面ﾌﾟﾛｾｽ：技官

：技官

満、

超高周波：技官
：技官

稲木裕一、技官

技官

技官
：技官

平賀高成、

：技官

鈴木佳子、

電子物理：教授
助手

山田祥二、講師

半導体

熊川征司、助手

助手
助手

萩野

：教授

材料

山本達夫、助教授

助手

伊ヶ崎泰宏、

助手

中西洋一郎、助手

松本晃一

木村雅和

島岡五朗、助教授

伊ヶ崎泰宏、

庶務：係長

助手

中西洋一郎、助手

松本晃一

事務官

助川徳三、助教授

田中

郷野恒久、

村越恵子、事務官

会計：係長

昭、

事務官

木村雅和

佐藤忠弘、

高岡保寿、主任

石上修二、事務官

新村隆、
鈴木紀美代、

事務部

大学院：係長平沢忍、事務官

事務長：伊東正夫、

事務官

庶務：係長

教室付職員

事務官

郷野恒久、

村越恵子、事務官

会計：係長
事務官

佐藤忠弘、

高岡保寿、主任

木俣義雄、

寺田公子、事務官

石上修二、

大学院：係長平沢忍、事務官
事務官

子長谷栄子、

半導体

電子物理：技官

浦部和雄、技官

半導体

：技官

友田和一、

応用物性：技官

粟野春之、

電子計測：技官

高橋秀年、

技官

教室付職員
浦部和雄、技官

：技官

友田和一、

稲木裕一、

超高周波：技官

中村康夫、
鈴木佳子、

粟野春之、

材料

電子計測：技官

高橋秀年、画像

界面ﾌﾟﾛｾｽ：技官

電子装置：技官

平賀高成、技官

技官

百瀬与志美、技官

青山

：技官

所長

超高周波：技官

中村康夫、

電子物理：教授

材料

鈴木佳子、

助手

界面ﾌﾟﾛｾｽ：技官

勝野廣宣

１９８７年（昭和６２年）

上野博真、

稲木裕一、

：技官

半導体

勝野廣宣

：島岡五朗
山田祥二、講師

：教授

熊川征司、助手

助手

電子物理：教授
助手
半導体

：教授
助手

応用物性：教授
助手

山田祥二、講師
熊川征司、助手

回路

早川泰弘
實、助教授

：教授
助手

宮尾正大、

超高周波：教授

野村卓志
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宮尾正大、

畑中義式、
山口十六夫、助手

画像電子装置：教授

石川賢司、

實、助教授

野村卓志

助教授

喜多尾道火児

萩野

萩野

電子計測：教授

豊田耕一、

石川賢司、

早川泰弘

助手

：島岡五朗

豊田耕一、

喜多尾道火児

応用物性：教授

１９８６年（昭和６１年）
所長

満、

満、

：技官

回路

青山

上野博真、

：技官

応用物性：技官

石野文昭、

平賀高成、技官

百瀬与志美、技官

回路

石野文昭、

山内賢司、

平出好男

画像電子装置：技官

山内賢司

電子物理：技官

昭、

事務長：河合峯之、

杉本光範

助手

田中

事務部

杉浦敏文、

：教授

界面ﾌﾟﾛｾｽ：教授

助川徳三、助教授

助手

水品静夫、助教授

助手

杉本光範

界面ﾌﾟﾛｾｽ：教授

渡邊健蔵、

杉浦敏文、

島岡五朗、助教授

村上健司

超高周波：教授

水品静夫、助教授

：教授

畑中義式

：教授

渡邊健蔵、

村上健司

助手

安藤隆男、

助教授

山本達夫、助教授

超高周波：教授

斉藤順雄、

梅田倫弘

画像電子装置：教授

畑中義式

助手

山口十六夫、助手

助手

材料

回路

宮尾正大、

野村卓志

電子計測：助教授

安藤隆男、

助教授

實、助教授

斉藤順雄、

梅田倫弘

画像電子装置：教授

石川賢司、

早川泰弘

応用物性：教授

山口十六夫、助手

助手

喜多尾道火児

：教授

回路

電子計測：助教授

豊田耕一、

斉藤順雄

安藤隆男
山本達夫、助教授

渡邊健蔵、

村上健司
水品静夫、助教授

杉浦敏文、

助手
材料

助手

杉本光範

：教授

島岡五朗、助教授

伊ヶ崎泰宏、

助手

中西洋一郎、助手

松本晃一

界面ﾌﾟﾛｾｽ：教授
助手

助川徳三、助教授

田中

材料

杉本光範、技官

：教授

福田安生、助教授

伊ヶ崎泰宏、

助手

中西洋一郎、助手

松本晃一、

技官

鈴木佳子

昭、

界面ﾌﾟﾛｾｽ：教授

木村雅和

助川徳三、助教授

助手

事務部

木村雅和、技官

事務長：河合峯之、

事務部

庶務：係長

事務長：高岡保寿、

事務官

柴田一雄、

村越恵子、事務官

会計：係長
事務官

鷹野三男、主任

村松祐、事務官

主任

新村隆、

中村幸夫、事務官

事務官

増田喜代見、

事務官

教室付職員
電子物理：技官
半導体：技官

浦部和雄、技官

村松祐、事務官

電子計測：技官

高橋秀年、

電子材料：教授

青山

：萩野實
山田祥二、教授

教授

満、

熊川征司、

福田安生、助教授

伊ヶ崎泰弘、

技官

百瀬与志美、

助教授

技官

上野博真、

助手

喜多尾道火児、助手

助手

松本晃一、助手

：技官

稲木裕一、

超高周波：技官

中村康夫、

材料

鈴木佳子、

：技官

界面ﾌﾟﾛｾｽ：技官

石川賢司、講師

電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ：教授

勝野廣宣

山田祥二、講師

豊田耕一、

助手

喜多尾道火児、技官

技官

石野文昭

教授

熊川征司、助手

石川賢司、

助手

早川泰弘、助手

早川泰弘

技官

友田和一

応用物性：教授
助手

萩野

木下治久、助手

實、助教授

宮尾正大、
粟野春之

助手

畑中義式、助教授
斉藤順雄、技官

画像電子装置：教授
助教授

山口十六夫、

青山

技官

百瀬与志美、

技官

三輪朋樹、技官

：教授

満、

山本達夫、助教授

助手
超高周波：教授

村上健司、技官

水品静夫、教授
渡邊健蔵、

助教授

山口十六夫

助教授

杉浦敏文、助手

：室長

水品静夫、助教授

杉浦敏文、
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事務部

村上健司

中村康夫
鈴木佳子、

粟野春之、

技官

石野文昭、

技官

三輪朋樹
菊池宣幸、
浦部和雄、

主任

勝野廣宣、

技官

青山

技官

百瀬与志美、

満、
稲木裕一、主任

高橋秀年、技官

技術補佐員

稲木裕一

杉本光範、

斉藤順雄、助手

主任

技官

渡邊健蔵、

畑中義式、

助教授

電子ｼｽﾃﾑ技術班：班長

大隈淑弘

野村卓志、

木村雅和

電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ技術班：班長

木下治久、

技官

昭、

技術補佐員

高橋秀年

安藤隆男、

宮尾正大

助教授

助手
技術室

安藤隆男、

田中

電子材料技術班：班長

野村卓志、技官

電子計測：教授

浦部和雄、

早川泰弘

助教授

電子ｼｽﾃﾑ：教授

電子物理：教授

中西洋一郎

助川徳三、助教授

助手

：萩野實

豊田耕一、

萩野實、教授

教授

１９８８年（昭和６３年）

回路

増田喜代見、

１９８９年（平成元年）
所長

半導体：

鈴木紀美代、

平出好男

粟野春之、

所長

杉浦則宏、

平沢忍、事務官

応用物性：技官

回路

佐藤忠弘、

石野文昭、

友田和一、

画像電子装置：技官

昭、

勝野廣宣

鷹野三男、事務官

大学院：係長

平出好男

田中

柴田一雄、

会計：係長

鈴木紀美代、

大学院：係長平沢忍、事務官
事務官

庶務：係長

佐藤忠弘、

中村康夫

丹治裕一

友田和一、

大隈淑弘、

事務長：丸山多美夫、
庶務：係長
事務官

伊藤忠雄、主任

所長

村越恵子、
池田夏子

会計：係長

鷹野三男、

實
熊川征司、教授

教授

事務官

杉浦則宏、事務官

事務官

鈴木紀美代、

大学院：係長

：萩野

電子材料：教授

事務補佐員

事務官

１９９１年（平成３年）

中村幸夫、

山崎治作、事務官

喜多尾道火児、

助手

松本晃一、助手

助手

坂口浩司、助手（科研）眞田則明

増田喜代見、

金原美奈子、事務補佐員

長村利彦、助教授、伊ヶ崎泰弘、

助教授

村松祐、

電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ：教授

田中公恵

安藤隆男、

助川徳三、教授

畑中義式、

助教授

石川賢司、助教授

助教授

中西洋一郎、

助教授

木下治久、助手

１９９０年（平成２年）
：萩野實

電子材料：教授

山田祥二、教授

熊川征司、

教授

福田安生、教授

長村利彦、

助手

木村雅和、助手

澤田和明

水品静夫、教授

渡邊健蔵、

助手

喜多尾道火児、助手

松本晃一、

教授

山口十六夫、助教授

助手

早川泰弘、助手

助手

杉本光範、助手

助手

村上健司

坂口浩司、

萩野實、教授

安藤隆男、

技術室：室長

助川徳三、教授

畑中義式、

専門職員：鈴木佳子

教授
助教授

石川賢司、

電子材料技術班：班長

助教授

田中

電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ技術班：班長

助教授

木下治久、

昭、

技官

百瀬与志美、技術補佐員

野村卓志、助手

木村雅和

電子ｼｽﾃﾑ技術班：主任

電子ｼｽﾃﾑ：教授

水品静夫、教授

渡邊健蔵、

事務部

助教授

事務長：吉田克之、

杉本光範、

庶務：係長

杉浦敏文、助手

助手
：室長

斉藤順雄、助手

石野文昭、

主任

粟野春之、技官

技官

百瀬与志美

電子ｼｽﾃﾑ技術班：班長

青山

友田和一、技官

大隈淑弘、技官

高橋秀年、

渥美由佳、
村越順一、事務官

鈴井篤也、事務官

事務官

漆畑恭子、大学院：係長

事務官

古橋啓一、事務官

古橋啓一、
島田雪枝

：萩野實
熊川征司、教授

村越順一、

福田安生、

長村利彦、助教授

助教授

伊藤忠雄、

渥美由佳、

杉浦則宏、事務官

伊藤栄子、

中嶋民江、事務補佐員

教授

事務官

菅沼光雄、

山崎治作、事務官

電子材料：教授

丹治裕一

池田夏子、会計：係長

中山政勝

根木貴行、

野田由香里、

所長

事務部
中村幸夫、事務官

高橋秀年、技官

１９９２年（平成４年）

中山政勝

事務長：丸山多美夫、庶務：係長

鈴木晃

会計：係長

事務官

満、

満、

鈴木春夫、主任

大学院：係長

勝野廣宣、

青山

事務補佐員
事務官

安間義和、

電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ技術班：班長

技官

鈴木佳子

浦部和雄、主任

技官

事務官

村上健司

中村康夫、専門職員

電子材料技術班：班長

技術補佐員

宮下豊勝、

安間義和、

勝野廣宣、

粟野春之、技官

助手

山口十六夫、教授

斉藤順雄、

浦部和雄、技官

主任

中西洋一郎、助手

教授

澤田和明、

杉浦敏文、

中村康夫、

助手

事務補佐員

野村卓志、

電子ｼｽﾃﾑ：教授

電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ：教授

事務補佐員

昭、

豊田耕一、

助手（科研）眞田則明

主任

田中

伊ヶ崎泰弘、講師

助教授

技術室

早川泰弘、

萩野實、教授

教授
所長

福田安生、

伊ヶ崎泰弘、

喜多尾道火児、

助手

松本晃一、助手

助手

坂口浩司、

早川泰弘、

助手（科研）眞田則明

鈴井篤也、

電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ：教授

山崎治作、

安藤隆男、

助川徳三、教授

畑中義式、

教授

萩野實、教授

金原美奈子、

助教授

田中公恵
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石川賢司、助教授

田中

昭、

技官

助教授

中西洋一郎、

助教授

木下治久、助手

小山忠信、技官

電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ技術班：班長

野村卓志、

白鳥硬次、

勝野廣宣、

助手

木村雅和、助手

澤田和明

主任

粟野春之、主任

電子ｼｽﾃﾑ：教授

水品静夫、教授

渡邊健蔵、

技官

百瀬与志美、技官

技官

安間義和、

技術室

教授

山口十六夫、助教授

助手

杉本光範、助手

助手

村上健司

：室長

杉浦敏文、

技術補佐員

斉藤順雄、

電子ｼｽﾃﾑ技術班：班長
技官

中村康夫、

電子材料技術班：班長
電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ技術班：班長

事務官

勝野廣宣、

技術補佐員
電子ｼｽﾃﾑ技術班：班長

庶務：係長

安間義和、

粟野春之、技官

技官

鈴木晃、
中村康夫、技官

青山

中山政勝、技術補佐員

満、

梅本祥司

事務長：小板橋剛、

浦部和雄、

百瀬与志美、技官

主任

水野武志、

事務部

専門職員：鈴木佳子
技官

高橋秀年、

事務官

鈴木晃、

青山

満、技官

菅沼光雄、

河合庄造、事務官補佐員

事務官

中山政勝

片岡詠子、

村越順一、事務官

大学院：係長

高橋秀年、

根木貴行、

山口典子、事務補佐員

会計：係長

白鳥硬次、

中村康夫、主任

山崎治作、主任

亀谷美香、

松下晃敏、主任

中嶋民江、事務補佐員

山口

譲、

島田雪枝

事務部
１９９４年（平成６年）

事務長：吉田克之、
庶務：係長

鈴木春夫、主任

事務官

渥美由佳、事務補佐員

会計：係長

亀谷美香、

：水品静夫

電子材料：教授

菅沼光雄、事務官

事務官

伊藤栄子、

大学院：係長

熊川征司、教授

教授

村越順一、

事務官

事務官

所長

根木貴行、

助教授

喜多尾道火児、

助教授

早川泰弘、助手

古橋啓一、

中嶋民江、事務補佐員

長村利彦、

助教授、伊ヶ崎泰弘、

鈴井篤也、

山崎治作、事務官

助手

島田雪枝

熊川征司、教授

教授

中西洋一郎、

助教授

松本晃一、助手

助手

坂口浩司、助手（科研）眞田則明

木下治久、助手、野村卓志
木村雅和、助手

助手

Sunil

早川泰弘、

電子ｼｽﾃﾑ：教授

澤田和明、

Wickramanayake

水品静夫、教授

渡邊健蔵、

萩野實、教授

安藤隆男、

教授

山口十六夫、助教授

助川徳三、教授

畑中義式、

講師

村上健司、助手

助手

小川覚美

教授
助教授

石川賢司、助教授

助教授

中西洋一郎、

助教授

木下治久、助手

助手

木村雅和、助手

助手

Sunil

田中

昭、

野村卓志、

：技術部長：水品静夫、

技術長

：中村康夫、

基盤技術班：班長

Wickramanayake

杉本光範、

技官

渡邊健蔵、
杉浦敏文、

浦部和雄、主任

技官：小山忠信

講師

村上健司、助手

助手

小川覚美

応用技術班：班長

中村康夫、専門職員：鈴木佳子

主任

青山

技官

中山政勝、技官

技官

杉本光範、

浦部和雄、
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粟野春之、

百瀬与志美、

山口十六夫、助教授

電子材料技術班：班長

杉浦敏文、

先任技術員：鈴木佳子

澤田和明、

水品静夫、教授

技術部

教授

：室長

昭、

助手

喜多尾道火児、

電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ：教授

技術室

石川賢司、

助教授

福田安生、

助手

電子ｼｽﾃﾑ：教授

畑中義式、助教授
田中

長村利彦、助教授、伊ヶ崎泰弘、

助教授

助川徳三、

助教授

：萩野實

電子材料：教授

安藤隆男、教授

教授

１９９３年（平成５年）

松本晃一、

坂口浩司、助手（科研）眞田則明

電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ：教授
所長

福田安生、

白鳥硬次、技官

安間義和

勝野廣宣、専門職員

満、技官

水野武志
高橋勲

高橋秀年、

事務部

事務官補佐員

室津英子、

事務長：羽根田嘉昭、

大学院：係長

松下晃敏、主任

庶務：係長

事務官

事務官

山崎治作、

松井孝雄、事務官

事務補佐員

片岡詠子、

会計：係長

江間彦之、

事務官

所長

：水品静夫

電子材料：教授

熊川征司、教授

福田安生、

教授

長村利彦、教授

田部道晴、

大学院：係長
事務補佐員

山口

譲、事務官

助教授、伊ヶ崎泰弘、

村越恵子、

助教授

喜多尾道火児、

助教授

早川泰弘、

島田雪枝

助手

松本晃一、助手

助手

眞田則明

１９９５年（平成７年）
所長

：水品静夫
熊川征司、教授

福田安生、

教授

長村利彦、教授

田部道晴、

電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ：教授

電子材料：教授

安藤隆男、教授

教授

畑中義式、教授

皆方誠、

石川賢司、助教授

助教授

喜多尾道火児、

助教授

中西洋一郎、

助教授

早川泰弘、助手

助教授

木下治久、助手、野村卓志、

松本晃一、

助手

坂口浩司、助手（科研）眞田則明
安藤隆男、教授

教授

畑中義式、教授

澤田和明、

水品静夫、教授

渡邊健蔵、

山口十六夫、助教授

中西洋一郎、

講師

村上健司、助手

杉本光範、

木下治久、助手、野村卓志、

助手

小川覚美、助手

A.H. Jayatissa

助教授
助手

木村雅和、助手

助手

Sunil

田中

Wickramanayake

：技術部長

技術長

：中村康夫、
浦部和雄、主任

粟野春之、

技官

百瀬与志美、技官

小山忠信、

技官

白鳥硬次、技官

村上健司、

杉本光範、助手

小川覚美

応用技術班：班長

水品静夫、技術長中村康夫、
浦部和雄、主任

技官

百瀬与志美、技官

技官

白鳥硬次、技官

勝野廣宣、専門職員
青山

技官

中山政勝、技官

粟野春之、

満、技官

庶務：係長

高橋秀年、

事務官

事務補佐員

内山小百合、

事務部

会計：係長

木俣義雄、事務官

事務長：福田博旦、

事務官

庶務：係長

大学院：係長

中山政勝、技官

満、技官

松村元喜、

松井孝雄、事務官

事務補佐員

片岡詠子、

会計：係長

江間彦之、

大場淳也、事務官

高橋勲

松村元喜、

高橋勲

青山

技官

水野武志、

事務長：福田博旦、

安間義和
水野武志

主任

高橋秀年、

事務部

小山忠信

勝野廣宣、専門職員

安間義和、

主任

先任技術員：鈴木佳子
基盤技術班：班長

水品静夫、

基盤技術班：班長

豊田耕一、

杉浦敏文、講師

技術部

杉浦敏文、

先任技術員：鈴木佳子

渡邊健蔵、

山口十六夫、助教授

：技術部長

昭、

澤田和明、

水品静夫、教授

助教授

応用技術班：班長

昭、

教授

助教授

助手

電子ｼｽﾃﾑ：教授

皆方誠、

石川賢司、助教授

教授

木村雅和、助手

田中

助手（科研）青木徹

助川徳三、

助教授

電子ｼｽﾃﾑ：教授

事務官

助川徳三、

助教授

電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ：教授

事務官

坂口浩司、

助教授、伊ヶ崎泰弘、

助手

技術部

村井紀子、

１９９６年（平成８年）
河合庄造、

亀谷美香、

松下晃敏、主任

譲、

村井紀子

村越裕代

菅沼光雄、事務官

事務官補佐員

村越恵子、事務補佐員

山口

事務官

村越裕代

太田勝弘、事務官

所長
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大場淳也、

亀谷美香、事務官補佐員

室津英子、

江間彦之、事務官

木村和彦、事務補佐員

１９９７年（平成９年）
亀谷美香、

村越裕代

：熊川征司

村越恵子、
長崎尚美

電子材料：教授

熊川征司、教授

教授

電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ：教授

福田安生、

教授

長村利彦、助教授、伊ヶ崎泰弘、
喜多尾道火児、

助教授

早川泰弘、助手

電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ：教授

石川賢司、助教授

助教授

中西洋一郎、

田中

助教授

木下治久、助手、野村卓志、

助教授

昭、
技術部

技官

山口十六夫、

田部道晴、助教授

助教授

白鳥硬次、技官

高橋秀年、主任

小川覚美、

技官

水野武志

助手

チアン・ツオンタオ

技官

中山政勝、技官

技術部

：技術部長：熊川征司、

事務部

技術長

：中村康夫、

事務長：塩沢住夫、
庶務：係長
粟野春之、

事務官

技官

百瀬与志美、技官

小山忠信、

事務補佐員

内山小百合、

技官

白鳥硬次、技官

会計：係長

木俣義雄、主任

応用技術班：班長

安間義和、

勝野廣宣、専門職員
青山

満、

技官

水野武志、技官

技官

高橋勲

事務官

中山政勝、

庶務：係長

高橋勲

太田勝弘、
天野宗恒、

事務官補佐員
向井廣、事務官

室津英子、
松井美和子、

木村和彦、事務補佐員

所長

坂本恵美子

会計：係長

木俣義雄、事務官

熊川征司、教授

教授

村越裕代

内山小百合、
大場淳也、
室津英子、

長村利彦、

助教授

喜多尾道火児、

助教授

早川泰弘、助手

村越恵子、

助手

眞田則明、

長崎尚美

助手

Krishnan

向井廣、事務官

木村和彦、事務補佐員

電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ：教授

坂口浩司、

Balakrishnan

畑中義式、教授

皆方誠、

助教授、石川賢司、助教授

１９９８年（平成１０年）

助教授

：熊川征司

電子材料：教授

福田安生、

中西洋一郎、教授

助教授、伊ヶ崎泰弘、

亀谷美香、事務官補佐員

大学院：係長

：熊川征司

電子材料：教授

松村元喜、

太田勝弘、事務官

事務補佐員

所長

満、

１９９９年（平成１１年）

事務長：福田博旦、

事務官

村井修治

大学院：係長

主任

事務部

事務官

大池恵子、事務官

主任

高橋秀年、

青山

松村元喜、

浦部和雄、主任

基盤技術班：班長

事務官

安間義和

助手

先任技術員：鈴木佳子

小山忠信

勝野廣宣、

専門職員

杉本光範、

粟野春之、

百瀬与志美、技官

応用技術班：班長

杉浦敏文、

村上健司、助手

石川靖彦

浦部和雄、主任

専門職員

渡邊健蔵、教授

教授

小川覚美、助手

杉本光範、

：技術部長：熊川征司

助手（科研）青木徹
電子ｼｽﾃﾑ：教授

杉浦敏文、

村上健司、助手

基盤技術班：班長

澤田和明、

山口十六夫、

田部道晴、助教授

助手

木村雅和、助手

木下治久、

木村雅和、

渡邊健蔵、教授

教授

皆方誠、

助教授

助手

電子ｼｽﾃﾑ：教授

助川徳三、

畑中義式、教授

昭、助教授

助手（科研）青木徹

眞田則明

安藤隆男、教授

教授

田中

助手、野村卓志、助手

松本晃一、

坂口浩司、助手

畑中義式、

皆方誠、助教授、石川賢司、

助教授

助教授
助手

助川徳三、教授

熊川征司、教授

助手

福田安生、

田中

昭、

木下治久、助手、野村卓志、
木村雅和、助手（科研）青木徹

電子ｼｽﾃﾑ：教授

渡邊健蔵、教授

山口十六夫、

助教授、伊ヶ崎泰弘、

教授

田部道晴、教授

杉浦敏文、

助教授

喜多尾道火児、

助教授

助教授

早川泰弘、助手

教授

助手

中西洋一郎、教授

坂口浩司、助手

長村利彦、

助手

松本晃一、

村上健司、助手
小川覚美、助手

助手 Kamile

眞田則明、
技術部

助手（科研）小南裕子
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Postava

：技術部長：熊川征司、

杉本光範、
石川靖彦、

技術長

事務官

：浦部和雄

基盤技術班：班長

粟野春之、主任

技官

小山忠信、技官

技官

安間義和、

応用技術班：班長

道脇みやび、

事務補佐員

百瀬与志美、

内山小百合、事務補佐員

大学院：係長

白鳥硬次、

事務補佐員

勝野廣宣、専門職員

主任

青山

技官

中山政勝、専門職員

満、技官

坂本恵美子

２００１年（平成１３年）

水野武志、

所長

高橋勲

：熊川征司

電子材料：教授
中村幸夫、主任

事務補佐員

助教授

早川泰弘、助教授

松井美和子、

助手

眞田則明、

助手

Krishnan

助手

川井秀紀、

坂本恵美子

電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ：教授

熊川征司、教授
喜多尾道火児、

助教授

早川泰弘、助教授

助教授

木下治久、

助教授

SirghiLucel、

坂口浩司、

助手

助手

眞田則明、

助手

Krishnan

助手

川井秀紀、助手（科研）小南裕子

Balakrishnan、

伊ヶ崎泰弘、教授
皆方誠、教授

符

徳勝、助手

山口十六夫、
杉浦敏文、

助教授

松本晃一、助教授

助手

杉本光範、助手

助手

石川靖彦、

昭、

助手 Kamile

木村雅和、助手

青木徹

技術部

：技術部長

電子ｼｽﾃﾑ：教授

渡邊健蔵、教授

山口十六夫、

技術長

：浦部和雄

教授

田部道晴、教授

杉浦敏文、

基盤技術班：班長

技術部

助手

杉本光範、助手

助手

石川靖彦、

助手

Kamile

小川覚美、

熊川征司、
粟野春之、主任

小山忠信、技官

技官

安間義和、

小川覚美、

村上健司、

Postava

技官

村上健司、

応用技術班：班長

百瀬与志美、
白鳥硬次、

勝野廣宣、主任

青山

技官

水野武志、技官

技官

中山政勝、専門職員

Postava

：技術部長：熊川征司、

満、

平田寿、
高橋勲

事務部

技術長：浦部和雄
基盤技術班：班長

粟野春之、主任

技官

小山忠信、技官

技官

安間義和、

庶務：係長

白鳥硬次、

青山

満、技官

技官

平田寿、技官

久保山勝久、

谷澤礼子、事務官

内山小百合、事務補佐員

勝野廣宣、

主任

専門職員

事務長：田中英雄、

百瀬与志美、

主任

応用技術班：班長

大学院：係長

水野武志、

事務補佐員

中山政勝、

有住晃、事務補佐員
鈴木洋子、

兼子悦治、事務官
森越昭子

高橋勲
２００２年（平成１４年）

事務部

所長

事務長：田中英雄、
庶務：係長

青木徹

田部道晴、教授

助手

松本晃一、助教授

昭、

渡邊健蔵、教授

木下治久、助手、野村卓志、

助教授

田中

教授

川人祥二、
田中

川人祥二、

電子ｼｽﾃﾑ：教授

畑中義式、

助教授、石川賢司、助教授
助教授

天明二郎、教授

皆方誠、

助教授、石川賢司、助教授

長村利彦、

助教授

教授

Balakrishnan、

畑中義式、教授

教授

福田安生、

中西洋一郎、教授

電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ：教授

坂口浩司、

助手（科研）小南裕子

：熊川征司
教授

長村利彦、

内山小百合、

渡邊厚治、事務官

電子材料：教授

中西洋一郎、教授
喜多尾道火児、

２０００年（平成１２年）
所長

福田安生、

助教授

松梨英輔、

道脇みやび、事務補佐員

大学院：係長

熊川征司、教授

教授

事務長：塩沢住夫、
庶務：係長

大矢喜美代、

高橋秀年、

事務部

事務官

渡邊厚治、事務官

室津英子、

小田敏雄、主任

：熊川征司

光・電子科学：教授

松梨英輔、
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熊川征司、

大矢喜美代、

教授

中西洋一郎、教授

教授

皆方誠、教授

教授

田部道晴、

技術部

下村勝、助手

助手

石川靖彦、助手

天明二郎、

喜多尾道火児、

助教授

田中

助教授

池田浩也、助手

昭、助教授

池谷恵美子、

技術補佐員

鈴木佳子

画像電子ｼｽﾃﾑ：教授

青木徹、

下村勝、助手

助手

米山賢史、助手（科研）小南裕子
渡邊健蔵、教授

長村利彦、教授

教授

川人祥二、助教授

山口十六夫、教授

教授

杉浦敏文、教授

教授

川人祥二、助教授

山口十六夫、

助教授

坂口浩司、

助教授

Sirghi

坂口浩司、助手

小川覚美、

助手

川井秀紀、助手

宮崎大輔、

助手

Jan Mistrik

技術部

小川覚美、助手

川井秀紀、

助手

宮崎大輔、助手

Jan

事務補佐員

仲山千絵、

技術補佐員

河原崎正志

：技術部長

専門職員

小山忠信、

百瀬与志美、

専門職員

白鳥硬次、技官

小山忠信、技官

応用技術班：総括専門職員

白鳥硬次、

先任専門職員

安間義和、

応用技術班：総括専門職員

技官

満、

水野武志、技官

中山政勝、

総括専門職員

高橋秀年

事務長：田中英雄、庶務：係長
主任

事務長：田中英雄、

事務補佐員

庶務：係長

大学院：係長

久保山勝久

有住晃、事務官

兼子悦治、事務官

鈴木朱美、

兼子悦治、事務官

２００４年（平成１６年）

田中理恵、

所長

２００３年（平成１５年）
：渡邊健蔵
熊川征司、教授

：渡邊健蔵

中西洋一郎、

田部道晴、教授

教授

中西洋一郎、教授

中本正幸、

教授

三村秀典、助教授

池田浩也、

福田安生、教授

皆方誠、

助教授

教授

天明二郎、教授

田部道晴、

喜多尾道火児、

助教授

田中

助教授

Shafiqul

助教授

池田浩也、助手

昭、助教授

早川泰弘、

古田雅則、

助手

宮崎大輔、助手

石川靖彦、

助手

小南裕子、

助手（科研）根尾陽一郎
教授

青木徹、
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天明二郎、

青木徹、助手

ﾅﾉﾃﾞﾊﾞｲｽ材料：教授

Islam、

川人祥二、

教授

教授
助教授

田中理恵、

鈴木洋子、

森越昭子

光・電子科学：教授

鈴木洋子、

森越昭子

ﾅﾉﾋﾞｼｮﾝ研究推進ｾﾝﾀｰ：教授
所長

久保山勝久、

内山小百合、事務補佐員

事務補佐員

鈴木朱美、

内山小百合、事務補佐員

事務補佐員

平田寿、

高橋勲、

事務部

大学院：係長

満、

事務部

高橋勲、

総括専門職員、高橋秀年

事務補佐員

勝野廣宣、
青山

先任専門職員

平田寿、

中山政勝、

有住晃、事務官

安間義和、

専門職員水野武志、技官

勝野廣宣、

先任専門職員青山

先任専門職員

百瀬与志美、

粟野春之、

先任専門職員

主任

粟野春之、

先任専門職員

基盤技術班：総括専門職員

Mistrik

渡邊健蔵、

基盤技術班：総括専門職員

総括専門官：浦部和雄

技官

杉本光範、

総括専門官：浦部和雄

：技術部長：熊川征司、

専門職員

村上健司、

助手

Lucel、

杉本光範、助手

松本晃一、

助教授

村上健司

助手

三村秀典、

木下治久、助教授

松本晃一、

木下治久、助教授

長村利彦

助教授

杉浦敏文

助教授

渡邊健蔵、

教授

石川靖彦、

教授

技官

米山賢史、

技術補佐員
早川泰弘、

助手

専門職員

新船幸二、

助手（科研）小南裕子、

助教授

画像電子ｼｽﾃﾑ：教授

助手

福田安生、

早川泰弘、教授

山口十六夫、助教授

福田安生、
田中

昭,

助教授

坂口浩司、助教授

村上健司、

助教授

松本晃一、助教授

木下治久、

助手

川井秀紀、助手

助手

Jan

新領域創成：教授

杉浦敏文、教授

助教授

MD. イスラム、

助教授

喜多尾道火児、

Mistrik

助手

杉本光範、助手

助手

小川覚美、

皆方誠、

渡邊健蔵、
MD. イスラム

助教授

喜多尾道火児、

技術補佐員

助教授
助手

杉本光範、助手

助手

小川覚美、

技術補佐員

COE 担当：教授

基盤技術班：総括専門職員

中西洋一郎

百瀬与志美、

専門職員

小山忠信、

専門職員

白鳥硬次、技官

粟野春之、

応用技術班：総括専門職員

百瀬与志美、

白鳥硬次、技官

専門職員

安間義和、

技官

勝野廣宣、
青山

安間義和

勝野廣宣、

先任専門職員

専門職員

応用技術班：総括専門職員

粟野春之、

先任専門職員

小山忠信、

専門職員

河原崎正志

基盤技術班：総括専門職員

専門職員

先任専門職員

米山賢史、

総括専門官：浦部和雄

浦部和雄

先任専門職員

皆方誠、

：技術部長：福田安生、

渡邊健蔵、

総括専門官

技官

技術部

米山賢史、

河原崎正志

技術部：技術部長

Mistrik

新領域創成：教授

下村勝、

杉浦敏文、教授

教授

助手 Jan

青山

満、

水野武志、技官

平田寿、

中山政勝、

事務部

満、

水野武志、技官

事務長：伊藤忠雄、

平田寿、

中山政勝、

庶務：係長

久保山勝久、主任
内山小百合、

先任専門職員

高橋勲、

事務補佐員

総括専門職員

高橋秀年

大学院：係長

山口久則、

兼子悦治、事務官

田中理恵

事務部
２００６年（平成１８年）

事務長：田中英雄、
庶務：係長
事務官

有住晃、

所長

内山小百合、

ﾅﾉﾋﾞｼｮﾝ研究推進ｾﾝﾀｰ：教授

久保山勝久、主任

鈴木朱美、事務補佐員

事務補佐員

鈴木洋子、

大学院：係長
事務補佐員

兼子悦治、事務官

田中理恵、

森越昭子

：福田安生
教授

田部道晴、教授

教授

原和彦、教授

教授

三村秀典、助教授

助教授

天明二郎、
中本正幸、
池田浩也、

青木徹、助手

古田雅則、

助手（創造）ﾗﾄﾉ・ﾇﾙﾔﾃﾞｨ、

２００５年（平成１７年）
所長

川人祥二、

助手

：福田安生

ﾅﾉﾋﾞｼｮﾝ研究推進ｾﾝﾀｰ：教授

田部道晴、教授

教授

中西洋一郎、 教授

教授

三村秀典、助教授

小南裕子、

助手（創造）佐藤玄太、

川人祥二、

教授

中村篤志、助手

助手

天明二郎、

根尾陽一郎

ﾅﾉﾃﾞﾊﾞｲｽ材料：教授

中本正幸、

教授

池田浩也、

早川泰弘、教授

山口十六夫、助教授

福田安生、

青木徹、助手

古田雅則、

助教授

坂口浩司、助教授

助手

宮崎大輔、助手

石川靖彦、

助教授

木下治久、助手

助手

中村篤志、助手

小南裕子、

助手

田中

助教授

新領域創成：教授

助手（科研）根尾陽一郎
ﾅﾉﾃﾞﾊﾞｲｽ材料：教授
教授

下村勝、助手

早川泰弘、教授

山口十六夫、助教授

教授

田中

助教授

昭

猪川

坂口浩司、助教授

村上健司、

助手

助教授

松本晃一、助教授

木下治久、

技術補佐員

川井秀紀、助手

COE 担当：教授

下村勝、
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Jan

Mistrik
皆方誠、

洋、

MD. イスラム、

助教授
助手

村上健司、
川井秀紀、

杉浦敏文、教授

福田安生、

昭、

杉本光範、助手

米山賢史、

河原崎正志

中西洋一郎、事務

田中理恵

技術部

：技術部長

専門職員

総括専門官

専門職員

白鳥硬次、技官

専門職員

青山

水野武志、

格、
久保山勝久、主任

事務補佐員

内山小百合、

庶務：係長

久保山勝久、主任

事務補佐員

内山小百合、

山口久則、

松井美和子、事務官

事務官

西尾

浅井良典、

武

山口久則、
２００８年（平成２０年）

兼子悦治、事務官

浅井良典事務官

所長

西尾

松井美和子、

ﾅﾉﾋﾞｼｮﾝ研究推進ｾﾝﾀｰ：教授

：三村秀典

ﾅﾉﾋﾞｼｮﾝ研究推進ｾﾝﾀｰ：教授

武

：三村秀典
田部道晴、教授

教授

原和彦、教授

教授

三村秀典、助教授

田部道晴、教授

天明二郎、

教授

原

中本正幸、

教授

三村秀典、準教授

和彦、教授

池田浩也、

小南裕子、準教授

助教

天明二郎、

川人祥二、

教授

準教授

川人祥二、

教授

助教授

平田寿、

久保山勝久（兼）、

事務官

２００７年（平成１９年）
所長

水野武志、技官

格、

大学院：係長

中山政勝

事務部
庶務：係長

満、

中山政勝

事務長：牧田

満、

平田寿、技官

青山

事務部

安間義和、

勝野廣宣、

先任専門職員
専門職員

先任専門職員
技官

小山忠信、

応用技術班：総括専門職員

事務官

勝野廣宣、

百瀬与志美、

専門職員

大学院：係長

応用技術班：総括専門職員

粟野春之、

先任専門職員

事務長：牧田

安間義和、

浦部和雄

基盤技術班：総括専門職員

技官

白鳥硬次、技官

福田安生、

中村篤志、助教

青木徹、

伊藤真也、

助教（創造）佐藤玄太、

中本正幸、

助教

池田浩也、

根尾陽一郎

ﾅﾉﾃﾞﾊﾞｲｽ材料：教授

青木徹、

早川泰弘、

助手（創造） ﾗﾄﾉ・ﾇﾙﾔﾃﾞｨ、

教授

助手

準教授

田中

昭、準教授

坂口浩司、

助手（創造）佐藤玄太、

準教授

村上健司、準教授

木下治久、

助手

準教授

川井秀紀、準教授

下村勝、

中村篤志、助手

小南裕子、

根尾陽一郎

ﾅﾉﾃﾞﾊﾞｲｽ材料：教授

早川泰弘、助教授

助教授

坂口浩司、助教授

助教授

木下治久、助手

助手

田中

助教

昭、

村上健司、

教授

杉浦敏文、教授
猪川

助教授
助手

杉浦敏文、教授

教授

猪川

助教

佐藤弘明

技術職員：浦部和雄、青山満（兼任）、

佐藤弘明、

水野武志（兼任）

河原崎正志

COE 担当：教授

センター長：村上健司（兼任）、下村勝（兼任）

技術部

技術職員：浦部和雄、青山満（兼任）、

総括専門官：浦部和雄

技術部：技術部長

祟、事務

総括専門官：浦部和雄
先任専門職員

国井

祟、事務

百瀬与志美、専門職員

粟野春之、
百瀬与志美、

専門職員

小山忠信、

専門職員

白鳥硬次、技官

応用技術班：総括専門職員

粟野春之、
小山忠信、
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田中理恵

三村秀典、

先任専門職員

田中理恵

三村秀典、

基盤技術班：総括専門職員

：部長

基盤技術班：総括専門職員

水野武志（兼任）
国井

杉本光範、

下村勝（兼任）

杉本光範、

ナノデバイス作製・評価センター：

COE 担当：教授

皆方誠、

洋、助教

センター長：村上健司（兼任）、

米山賢史、助手

技術補佐員

原、

ナノデバイス作製・評価センター：

皆方誠、

洋、

助手

橋口

細木真保

新領域創成：教授

川井秀紀、

下村勝

新領域創成：教授

カネフ・カメン、教授

先任専門職員

勝野廣宣、

安間義和、

青山

満、

専門職員
技官

水野武志、技官

主任

平田寿、

山口久則、事務補佐員

大学院：係長

中山政勝

事務官

事務部

内山小百合、

山内賢司、事務官

浅井良典、事務官

松井美和子、

西尾

武

事務長：大畑直道、
庶務：係長

清水英則、主任

事務補佐員

内山小百合、

大学院：係長
事務官

２０１０年（平成２２年）

山口久則、

所長

山内賢司、事務官

浅井良典、事務官

西尾

：三村秀典

国際ナノビジョン研究推進センター：

松井美和子、

教授

武

川人祥二、助教

技術職員
：三村秀典

ﾅﾉﾋﾞｼｮﾝ研究推進ｾﾝﾀｰ：教授

川人祥二、

教授

田部道晴、教授

教授

原和彦、教授

教授

三村秀典、準教授

準教授

天明二郎、

天明二郎、助教

教授

原

教授

中本正幸 、助教

助教

青木徹、

助教

助教

ﾅﾉﾃﾞﾊﾞｲｽ材料：教授

カネフ・カメン、教授

準教授

田中昭、準教授

準教授

木下治久、準教授

準教授

下村勝、助教

新領域創成：教授

猪川

助教

佐藤弘明

新

領

域：教授
教授

猪川 洋、助教

技術職員

粟野春之、

佐藤弘明、

安間義和

センター長

村上健司（兼任）、

下村勝（兼任）
工作室：技術職員

勝野廣宣、

硝子加工室：技術職員

水野武志（兼任）
祟、事務

百瀬与志美、

微細加工室：( 技術職員 水野武志 )

田中理恵

事務部

三村秀典、

事務長：大畑直道、

総括専門官：浦部和雄
基盤技術班：総括専門職員

庶務：山口久則、河合庄造、

粟野春之、

先任専門職員

大学院：山内賢司、古川祐美、奈良健太郎、

百瀬与志美、

今 砂弥香

専門職員

小山忠信、

専門職員

白鳥硬次、技官

応用技術班：総括専門職員

安間義和、
２０１１年（平成２３年）

勝野廣宣、

先任専門職員
技官

平田 寿、

ナノデバイス作製・評価センター：

下村勝（兼任）、

専門職員

杉浦敏文、技術職員

杉本光範、

技術職員：浦部和雄、青山満（兼任）、

：部長

木下治久、

皆方 誠、技術職員

センター長：村上健司（兼任）、

技術部

下村 勝、

青山 満

教授

洋、助教

国井

橋口 原、准教授

皆方誠、

ナノデバイス作製・評価センター：

COE 担当：教授

小山忠信、

技術職員

細木真保

川井秀記、

村上健司、准教授

教授

川井秀紀、

早川泰弘、

M. ｱﾘﾊﾞﾅﾝﾄﾞﾊﾝ、

准教授

原、

村上健司、

杉浦敏文、教授

教授

橋口

金武佳明

田中 昭、准教授

技術職員

早川泰弘、

三村秀典、
根尾陽一郎、

柳田拓人、教授

准教授

根尾陽一郎

文宗鉉、

白鳥硬次、教授

ナノデバイス材料：教授

伊藤真也、

水野武志、

中村篤志、

青木徹、准教授

助教（創造）佐藤玄太、

教授

田部道晴、

和彦、准教授 小南裕子、

准教授

池田浩也、

中村篤志、助教

教授

技術職員

中本正幸、

小南裕子、準教授

助教

高澤大志、教授

准教授 池田浩也、技術職員

２００９年（平成２１年）
所長

伊藤真也、

青山

所長

満、

水野武志、技官

：三村秀典

国際ナノビジョン研究推進センター：

平田寿、

教授

中山政勝

川人祥二、助教

伊藤真也、

事務部

技術職員

事務長：大畑直道、

准教授 池田浩也、技術職員、水野武志、

庶務：係長

教授

清水英則、
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高澤大志、教授

天明二郎、助教

田部道晴、

中村篤志、

教授

教授

原和彦、准教授 小南裕子、

技術職員

粟野春之、教授

文宗鉉、技術職員

白鳥硬次、

教授

三村秀典、准教授

青木徹、

准教授

根尾陽一郎、助教

教授

技術職員

中本正幸 、

助教

橋口 原、准教授
青山 満

新領域創成：教授

杉浦敏文、技術職員

教授

猪川 洋、助教

技術職員

柳田拓人、

木下治久、

佐藤弘明、

安間義和

ナノデバイス作製・評価センター：

金武佳明

ナノデバイス材料：教授

センター長

早川泰弘、

村上健司（兼任）、

下村勝（兼任）

准教授

田中 昭、

准教授

川井秀記、

工作室

：技術職員

勝野廣宣、硝子

M. ｱﾘﾊﾞﾅﾝﾄﾞﾊﾝ、

加工室

：技術職員

百瀬与志美、

助教

技術職員

クリーンルーム：( 技術職員 水野武志 )

小山忠信、

准教授

村上健司、准教授

教授

橋口 原、准教授

技術職員

事務長：芝本文明、

木下治久、

庶務：山口久則、河合庄造、

杉浦敏文、技術職員

教授

事務部

下村 勝、

青山 満

新領域創成：教授

猪川 洋、助教

技術職員

大学院：大石啓之、古川祐美、奈良健太郎、

平田 寿、

佐藤弘明、
２０１３年（平成２５年）

安間義和

所長

ナノデバイス作製・評価センター：
センター長

：三村秀典

ナノビジョン研究部門：

村上健司（兼任）、

コア教員

下村勝（兼任）
：技術職員

勝野廣宣、硝子

加工室

：技術職員

百瀬与志美、

教授

工作室

教授

川人祥二（電研）、

三村秀典（電研）、教授

浅井秀樹（工学）
サブコア教員：教授

クリーンルーム：( 技術職員 水野武志 )

橋口原（電研）、

事務部

准教授

事務長：芝本文明、庶務：山口久則、

准教授、青木

河合庄造、大学院：山内賢司、古川祐美、

准教授

根尾陽一郎（電研）、

奈良健太郎、

准教授

伊藤哲（電研）、

２０１２年 ( 平成２４年 )
所長

香川景一郎（電研）、
徹（電研）、

助教

安富啓太（電研）、

助教

柳田拓人（電研）

極限デバイス研究部門：

：三村秀典

コア教員

国際ナノビジョン研究推進センター：
教授

川人祥二、准教授

助教

安富啓太、技術職員

教授

田部道晴、准教授 池田浩也、

香川景一郎、
高澤大志、

技術職員、水野武志、教授
助教

中村篤志、教授

准教授
技術職員

猪川

田部道晴（電研）、
洋（電研）

サブコア教員

教授

Mizeikis

池田浩也（電研）准教授、
小野篤史（電研）、助教

原和彦、

佐藤弘明（電研）

光野徹也、

粟野春之、教授

教授

教授

Vygantas（電研）
、准教授

天明二郎、

小南裕子、助教

中本正幸 、

ナノマテリアル研究部門：

助教

文宗鉉、技術職員

白鳥硬次、

コア教員：教授

教授

三村秀典、准教授

青木徹、

教授

鈴木久男（工学）、

教授

山崎昌一（理学）

准教授

根尾陽一郎、助教

教授

柳田拓人、

ナノデバイス材料：教授

早川泰弘、准教授

川井秀記、

准教授

講師

小山忠信、
村上健司、准教授

教授

原

准教授

M. ｱﾘﾊﾞﾅﾝﾄﾞﾊﾝ、

技術職員

早川泰弘（電研）、

サブコア教員：教授

金武佳明

助教

平田 寿、

助教

下村 勝、
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脇谷尚樹（工学）、

和彦（電研）、
粟井光一郎（理学）、

岡 俊彦（理学）、
坂元尚紀（工学）、

助教

講師、岡 俊彦（理学）、

Mukannan Arivanabdham（電研）

生体計測：コア教員
教授

教授

助教

川田善正（工学）、

助教 Mukannan Arivanabdham（電研）

杉浦敏文（電研）、

サブコア教員：教授

岩田

坂元尚紀（工学）、

生体計測：コア教員：教授

太（工学）、

川田善正（工学）、

准教授

庭山雅嗣（工学）、

教授

准教授

居波

渉（工学）、

サブコア教員：教授

准教授、臼杵

深（工学）、

准教授

庭山雅嗣（工学）、

准教授

居波

渉（工学）、

准教授、臼杵

深（工学）、

助教、山川俊貴（工学）
ナノデバイス作製・評価センター：
センター長

センター長

太（工学）、

村上健司（兼務）、

下村 勝（兼務）

勝野廣宣、

硝子加工室：技術職員

岩田

ナノデバイス作製・評価センター：

村上健司（兼務）、

下 村 勝（兼務）
工作室：技術職員

杉浦敏文（電研）、

工作室

百瀬与志美、

クリーンルーム：( 技術職員 水野武志 )

硝子加工室：技術職員

事務部

クリーンルーム：( 技術職員

百瀬与志美、

事務長：山下義保、

事務部

庶務：山口久則、古川祐美、

事務長：山下義保、

大学院：大石啓之、奈良健太郎、杉本健介

総務：山口久則、松井美和子、

水野武志 )

大学院：大石啓之、奈良健太郎、鷹野恵美、
杉本健介、杉本百合香

２０１４年（平成２６年）
所長

：三村秀典
２０１５年（平成２７年）

ナノビジョン研究部門
コア教員：教授
教授

三村秀典（電研）、

教授

浅井秀樹（工学）

サブコア教員：教授
准教授

所長

川人祥二（電研）、

ナノビジョン研究部門

橋口原（電研）、

香川景一郎（電研）、

准教授、青木

：三村秀典

徹（電研）、

教

授

川人

祥二（電研）

教

授

三村

秀典（電研）

教

授

浅井

秀樹（工学）

教

授

橋口

原（電研）

准教授

根尾陽一郎（電研）、

准教授

香川景一郎（電研）

准教授

伊藤哲（電研）、助教

准教授

青木

准教授

根尾陽一郎（電研）

准教授

伊藤

哲（電研）

助

教

安富

啓太（電研）

助

教

増澤

智昭（電研）

安富啓太（電研）、
極限デバイス研究部門
コア教員：教授
教授

猪川

田部道晴（電研）、

洋（電研）

サブコア教員：教授

徹（電研）

極限デバイス研究部門

Mizeikis

Vygantas（電研）
、准教授

教

授

田部

道晴（電研）

池田浩也（電研）

教

授

猪川

洋（電研）

准教授、小野篤史（電研）、

教

授

Mizeikis Vygantas（電研）

助教、佐藤弘明（電研）

准教授

池田

浩也（電研）

准教授

小野

篤史（電研）

助

佐藤

弘明（電研）

ナノマテリアル研究部門
コア教員：教授

早川泰弘（電研）、

教授

鈴木久男（工学）、

教授

山崎昌一（理学）

サブコア教員：教授
教授
准教授

原

教

ナノマテリアル研究部門

脇谷尚樹（工学）、

和彦（電研）、
粟井光一郎（理学）、
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教

授

早川

泰弘（電研）

教

授

鈴木

久男（工学）

教

授

山崎

昌一（理学）

教

授

脇谷

尚樹（創造）

教

授

原

和彦（電研）

准教授

粟井光一郎（理学）

准教授

岡

俊彦（理学）

准教授

坂元

尚紀（工学）

生体計測研究部門
教

授

川田

善正（工学）

教

授

杉浦

敏文（電研）

教

授

岩田

太（工学）

准教授

庭山

雅嗣（工学）

准教授

居波

渉（工学）

准教授

臼杵

深（工学）

特任教授

佐々木哲朗（電研）

事務長：山下義保
総務係長：太田勝広
係員：伊藤克敏
大学院係長：大石健弐
主任：鷹野恵美（6/1 工学部へ異動）
係員：遠藤紀仁
係員：杉本百合香
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学位取得者ならびに論文題目一覧 ( 課程博士 )
学位記番号

学位授与日付

氏名

論文題目

指導教官

博士 ( 工学 )
甲第 1 号

1979.3.26

杉浦敏文

1n 溶媒による GaP の液相成長に関する研究

助川徳三

甲第 2 号

1979.6.28

斉藤順雄

アモノレファス半導体の電子的性質

林敏也

甲第 3 号

1980.3.26

石川智則

非結晶 As2Se3 の電気的及び光学的性質への不純物添加効 山田祥二
果

甲第 4 号

1981.3.28

N g u e n - V a n - 引き上げ半導体結晶内の不純物の不均質分布

熊川征司

Quang
甲第 5 号

1981.3.28

知念幸勇

分子線エピタキシ一法による GaAs 透過型光電面の研究

萩野實

甲第 6 号

1981.3.28

中村彰男

アモルファス酸化タングステン薄膜の光吸収スベクトル 山田祥二
の研究

甲第 7 号

1981.3.28

水木敏雄

1nGaSb-GaAISb 系ヘテロ接合に関する研究

助川徳三

甲第 8 号

1981.3.28

明利敏巳

平行な二本のフェライト棒を伝搬する表面波の研究

水品静夫

甲第 9 号

1982.2.19

篠崎啓助

蒸着初期の貴金属薄膜の光吸収

山口十六夫

甲第 10 号

1982.3.26

栗田典明

Ti―Fe 系合金薄膜の構造と電気的特性

三橋廣二

甲第 17 号

1983.3.26

M o h a ma ma d Methods of Combining Solid State Devices for Increased 水品静夫
Madhhan

Microwave Power ( マイクロ波電力を増すための固体素
子合成法 )

甲第 18 号

1983.9.28

平田和人

非品質 As40Se60Agx の交流導電機構の研究

山田祥二

甲第 19 号

1984.2.24

清水安元

酸化亜鉛薄膜の作成と結品学的性質に関する研究

島岡五朗

甲第 20 号

1984.3.19

山田朋幸

He-Ne 0.63-1.15 μ m 二波長発振レーザ

高崎宏

甲第 23 号

1985.2.21

蛭田陽一

W03 系蒸着膜の光吸収スベクトル

山田祥二

甲第 24 号

1985.3.27

長谷川茂

改良微分分光電流法によるショットキーフオトダイオー 助川徳三
ド中の吸収係数と拡散長の測定

甲第 25 号

1985.3.27

山崎宏之

画像メモリを内蔵する図体撮影素子に関する研究

安藤隆男

甲第 27 号

1986.3.20

大島久純

1n - Ca-AI-Sb 系混品の LPE 成長に関する研究

助川徳三
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甲第 28 号

1986.3.20

大野守史

Si，GaP および GaAs 単結晶清浄表面の構造と銀薄膜のエ 島岡五朗
ピタキシー

申第 29 号

1987.1.24

鄭元安

抵抗型及び容量型センサ用信号処理回路に関する研究

渡邊健蔵

甲第 30 号

1987.2.25

高野泰

不純物を添加した As2Se ガラスの交流導伝率

山田祥二

甲第 33 号

1987.3.20

三村秀典

水素化非品質シリコンと単結晶シリコンとのへテロ接合 畑中義式
特性に関する研究

申第 34 号

1988.3.18

荒川富行

ZnO およひや ZnS 薄膜のヘテロエピタキシャル成長に関 島岡五朗
する研究

甲第 38 号

1988.3.18

向勇

深部ハイパーサーミア用大型方形導波管アプリケータの 水品静夫
開発に関する研究

甲第 39 号

1988.3.18

松本寛樹

スイッチドタキャパシタデータ変換器とその応用に関す 渡邊健蔵
る研究

甲第 40 号

1988.4.20

Md.Akram

Electrochromic characteristics of sputtered tungstic 山田祥二

Hossain

oxide films( 酸化タングステンスバッタ膜のエレクトロク
ロミック特性 )

甲第 43 号

1989.3.22

Osama Ismail A digitally Programmable Temperature Controller with 渡邊健蔵
Mohamed

Self Tuning Proportional-Integral-Derivative Algorithm
(PID アノレゴリズムを備えたデジタル可変温度制御装置 )

申第 45 号

1989.3.22

賓村良紀

体内温度無侵度計測用多周波ラジオメトリに関する研究

水品静夫

甲第 48 号

1990.3.23

朱自強

Growth Processes of Molecular Beam Epitaxy and 萩野實
Atomic Layer Epitaxy of II-VI Compounds (II-VI 族化合
物の分子線及び原子層エピタキシヤノレ成長過程 )

甲第 51 号

1990.3.23

菰淵寛仁

アバフンシェ増 111 晶型闘体撮像デバイスの素子構造と 安藤隆男
その特性に関する研究

甲第 54 号

1990.9.25

黄忠守

積層増幅型国体撮像素子

安藤隆男

甲第 56 号

1991.3.23

麻川和裕

LPE 結晶成長における溶液対流と電流編祈に関する研究

熊川征司

甲第 57 号

1991.3.23

和田透明

負の亀子親和力を持つ GaAs 光電面に対する残留ガスの 萩野實
影響

甲第 59 号

甲第 62 号

1991.3.23

1991.3.23

Scott Gerald

マイクロ波プフズマのアフタグローにおける薄膜推積過 畑中義式

Meikle

程の研究

Achyut

Hight-Speed Position-Sensitive Devices: Theory and 畑中義式

Kumar Dutta

Experiments ( 高速位置検出デバイスに関する研究 )
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甲第 63 号

1991.3.23

横手裕治

サーボモータ制御に関する研究

渡邊健蔵

甲第 64 号

19923.25

鶴田卓也

超音波振動導入による InGaSb 混晶成長の研究

熊川征司

甲第 65 号

1992.3.25

小澤哲夫

回転ブリッジマン法による III − V 族混品半導体の結晶 熊川征司
成長に関する研究

甲第 66 号

1992.3.25

佐藤健二

不純物を添加した A-As2Se3 の光電流長時間減衰

山田祥二

申第 68 号

1992.3.25

王国華

双対変換による電子回路の合成に関する研究

渡邊健蔵

甲第 71 号

1992.3.25

金晶佑

バイポーラモード静電誘導トランジスタに関する研究

助川徳三

甲第 74 号

1992.10.23

S. W. N. Sunil

Characterization and Applications of High Density 畑中義式

Wickramanayaka Oxygen Plasma Downstream ( 高密度酵素プラズマ流の
評価と応用 )
甲第 76 号

1993.3.24

岡田長也

強誘電体超微粒子のサイズ効果と PZT 圧電アクチュエー 石川賢司
タの低ヒステリシス化

申第 80 号

1993.3.24

小川覚美

スイッチドキャパシタアナログ・デジタル変換器に関す 渡邊健蔵
る研究

甲第 81 号

1993.3.24

周桂喜

ホットエレクトロン注入型薄膜 EL 素子の研究

畑中義式

甲第 82 号

1993.3.24

曽和国容

Eu を添加した Y203，Y202S 薄膜の作製とエレクトロルミ 畑中義式
ネセンスの研究

甲第 85 号

1993.3.24

矢野浩司

高純度領域を有するユニポーラ型静電誘導トランジスタ 助川徳三
に関する研究

甲第 97 号

1994.3.23

冨田晃吉

GaAs 静電誘導パワーパイス製作技術に関する研究

助川徳三

甲第 104 号

1995.3.24

鎌田重信

ラングミュアプロジェット膜中の酸化還元分子の分子配 長村利彦
列と光応答

甲第 105 号

1995.3.24

酒井謙吉

特異的なイオン対電荷移動錯体の形成とその光誘起エレ 長村利彦
クトロクロミズムの研究

甲第 107 号

1995.3.24

村田純一

Si (001) 、GaP (001) 基盤上でのインジウム、リン系有機 福田安生
化合物ガスの吸着と分解過程の研究

甲第 110 号

1995.3.24

矢後栄郎

MBE 用超両真空 STM の開発と半導体ヘテロ成長初期過 石川 | 賢司
程の研究

甲第 116 号

1995.3.24

山田光宏

線形デジタル出力機能を有するセンサインターフェイス 渡邊健蔵
に関する研究
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甲第 117 号

1995.3.24

渡邊明佳

溶質供給チョクフノレスキー法と GalnSb パルク混品の成 田 中 昭、 助
長に関する研究

甲第 121 号

1995.12.22

川徳三

Ahalapitya

Growth and Characterization of Polycrystaline Silicon 畑中義式

Hewage

Films Deposited by Plasma Enhanced Chemical Vapor

Jayatissa

Deposition at Low Temperatures( プラズマ化学気相堆積
による低温堆積多結晶シリコン薄膜の成長と評価 )

甲第 122 号

1996.3.23

磯田勇治

ピピリジニウム薄膜の発光およびフォトクロミック特性 長村利彦
の研究

甲第 124 号

1996.3.23

吉川昌宏

分子線エピタキシ法を用いた化合物半導体へテロ成長機 石川賢司
構と格子歪緩和

甲第 125 号

1996.3.23

青木徹

リモートプラズマ励起有機金属化学気相推積法による 畑中義式
ZnSe の成長

甲第 126 号

1996.3.23

阿部勝巳

ラジオメーター用方形導波菅アンテナと生体組織モデル 水品静夫
との電磁結合に関する研究

甲第 127 号

1996.3.23

鵜殿治彦

GaAsP を主体とした格子不整合系混晶の液相へテロエピ 助川徳三
タキシーに関する研究

甲第 128 号

1996.3.23

大庭弘行

多周波マイクロ波ラジオメトリによる生体内温度分布無 水品静夫
侵襲計測法に関する研究

甲第 137 号

1996.3.23

金井宏

重力の効果を用いた半導体結晶の液相成長に関する研究

田中昭
助川徳三

甲第 138 号

1996.3.23

神谷俊幸

GaAs の液品エピタキシヤル成長と静電誘導デバイスへの 田中昭
応用に関する研究

甲第 140 号

1996.9.30

佐野信

助川徳三

RBa2Cu30x (R=Y，Sm) 酸化物耐湿超伝導体の不純物効果 熊川 | 征司
に関する研究

甲第 143 号

1997.3.22

川井秀記

イオン対酸化還元化合物の光誘起電子移動反応によるラ 長村利彦
ジカル生成と電荷共鳴相互作用

甲第 144 号

1997.3.22

下村勝

清浄及び H2S 処理した GaP(001)1 InP(001) InAs(001) 表面 福田安生
の構造と電子状態の研究

甲第 147 号

1997.3.22

興津和彦

微小重力下での In/GaSb/Sb の融液混合と凝固過程に関 熊川征司
する研究

甲第 148 号

1997.3.22

佐野慶一郎

ERC プフズマ励起化学気相推積法によるシリコン系化合 畑中義式
物薄膜の低温推積

甲第 151 号

1997.3.22

車畑雨

電流モード信号処理回路の研究
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渡邊健蔵

甲第 161 号

1997.12.22

甲第 164 号

1998.3.21

藤原武
金田源太

電着法による C 軸配向性 InSe 薄膜の作製に関する研究

伊ヶ崎泰弘

Si(001)、GaP(001) 表面における In，P 化合物の吸着及び 福田安生
分解反応の HREELS による研究

甲第 166 号

1998.3.21

佐々木恭一

光導波路法による高感度光反応計測と導波構造有機薄膜 長村利彦
による全光スイッチング

甲第 170 号

1998.3.21

梶正憲

GaAs-ZnSe-Ga2Se3 混晶の液相成長と評価

助川徳三

甲第 171 号

1998.3.21

田窪昭夫

移動計算環境におけるユーザ認証に関する研究

渡邊健蔵

甲第 176 号

1998.3.21

元垣内敦司

組成変換法による GalnP および GalnAs 混品の液相ヘテ 助川徳三
ロエピタキシーに関する研究

甲第 177 号

1998.9.25

井上裕司

Cds 超微粒子のフェムト秒レーザー応答

長村利彦

申第 178 号

1998.9.25

阿部ミリアン

Photophysical Properties of Cytochromes c-553 andc3 長村利彦
and Their Iron-free Forms ( シトロクロム c-553、c3、及
びフリー体の分光学的特性評価 )

甲第 181 号

1999.3.24

市川祐永

硫化処置した lnAs(111) および InSb(001) 表面の構造およ 福田安生
び電子状態の研究

甲第 182 号

1999.3.24

原田篤

ハイパーレイリ一散乱法による光励起状態の超分子分極 長村利彦
率評価

甲第 185 号

1999.3.24

小南裕子

低速電子線用蛍光体の導電性制御と発光特性に関する研 中西洋一郎
究

甲第 188 号

1999.3.24

長澤忠

構造制御による銅フタロシアニン薄膜 N02 ガスセンサの 渡邊健蔵
特性改造

甲第 202 号

2000.3.24

飯田晋

液相成長による高品質 InGaAs 横方向ブリッジ成長

早川泰弘

甲第 203 号

2000.3.24

Niraula

Development of high energy resolution CdTe room- 畑中義式

Madan

temperature nuclear radiation detectors ( 高エネルギー
分解室温動作放射線検出器の開発 )

甲第 204 号

2000.3.24

野田大二

II-VI 族化合物半導体の低温エピタキシャル成長に関する 畑中義式
研究

甲第 213 号

2001.3.23

徐應瑜

リモートプラズマ CVD 法による有機シリコン原料を用い 畑中義式
たシリコン系薄膜形成過程の研究

甲第 214 号

2001.3.23

丸山享子

マイクロ波ラジオメトリによる新生児脳深部温度計測の 杉浦敏文
データ解析法に関する研究
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甲第 215 号

2001.3.23

王小興

Low Temperature Sintering of Pb(Zr,Ti)03 Piezoelectric 村上健司
Ceramics (Pb(ZI,Ti)03 圧電セラミクスの低温焼結 )

甲第 216 号

2001.3.23

Dwi

Non-Destructive CMOS lmage Sensors and Their 川人祥二

Handoko

Application to Low-Power Motion Vector Estimation ( 非
破壊読み出し CMOS イメージセンサーと低消費電力動き
ベクトル検出への応用 )

甲第 217 号

2001.9.21

Camaralalage Development of New Materials for Dey-SensitizedSolar 長村利彦
Rajanya

Cells ( 色素増感太陽電池のための新材料開発 )

Asoka
Kumara
甲第 219 号

2001.9.21

王雷

R―2R ラダー型デジタル・アナログ変換器に関する研究 川人祥二
(R・2R Ladder Digital-to Analog Converters)

甲第 220 号

2001.9.21

中村正俊

プラズマ励起化学気相推積法による TiOx 膜の推積過程 畑中義式
および薄膜評価に関する研究

甲第 222 号

2002.3.23

関口裕香

Hydrogen Bonding Formation and Physicochemical 長村利彦
Properties of Chemically Modified Cellulose( 化学修飾し
たセルロースの水素結合形成と物理化学的特性 )

甲第 223 号

2002.3.23

安閑英任

プラスチックへのプラズマコーテイングの研究

畑中義式

甲第 224 号

2002.3.23

木下勝之

超両速光計測用ストリーク管の開発に関する研究

畑中義式

甲第 230 号

2002.3.23

米山輝

非線形ニューロダイナミクスとハードウェア実装に関す 渡邊健蔵
る研究

甲第 231 号

2002.3.23

宮崎大輔

高速低消費電力並列パイプライン型アナログ・デジタル 渡邊健蔵
変換器に関する研究

甲第 232 号

2002.9.20

土谷康夫

亜鉛合金めっきの実用性能に及ぼす皮膜性状に関する研 福田安生
究

甲第 233 号

2002.9.20

朴相玄

Study on Molecular Control of the Charge

長村利彦

ResonanceBand with Specific Absorptions in the Near
Infrared Region ( 近赤外領域に特性吸収をもっ電荷共鳴
バンドの分子制御に関する研究 )
甲第 236 号

2002.9.20

高玉竹

New Epitaxial Growth Technology: Melt Epitaxy

山口十六夫

andApplication to Narrow Gap Semiconductors( 新 し い
エピタキシヤル成長技術 : メルトエピタキシと狭いエネル
ギーバンドギャップ半導体への応用 )
甲第 238 号

2003.3.23

太田幸宏

電圧共振形フォワード DC・DC コンパータに関する研究
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渡邊健蔵

甲第 239 号

2003.3.23

Ratno Nuryadi Study on thermal instability of thin SOI layers

田部道晴

forApplication to quantum dot devices ( 薄い SOI 層の熱
的不安定性の解明と量子ドットデバイスへの応用 )
甲第 241 号

2003.3.23

倉科隆

低電圧・低消費電力動作 CMOS 電流モード信号処理回路 渡邊健蔵

甲第 243 号

2003.3.23

陳

Development of carbon dioxide gas sensors

松

渡邊健蔵

foratmospheric air quality assessment ( 大気環境アセス
メントのための二酸化炭素ガスセンサの開発 )
甲第 244 号

2003.3.23

中島宏佳

希土類付活 SrGa2S4 薄膜作製と低迷電子線励起発光特性

甲第 246 号

2003.3.23

三宅亜紀

シリコン基板上 ZnO エピタキシヤル薄膜の成長と発光特 中西洋一郎

中西洋一郎

性
甲第 248 号

2003.9.29

木村忠

III-V 族化合物半導体結晶成長における重力効果に関する 熊川征司
研究

甲第 249 号

2003.9.29

向前

Improvement of N02 Gas Sensing Properties of

村上健司

Aluminumfluoro Phthalocyanine Thin Films ( フッ化アル
ミニウムフタロシアニン薄膜の N02 ガス応答特性の改善 )
甲第 251 号

2004.3.24

長能重博

非線形光学デバイス用微小周期分極反転形成法の研究

皆方誠

甲第 255 号

2004.3.24

古田雅則

パイプラインアナログ、デジタル変換器におけるキャパ 川人祥二
シタミスマッチ補正に関する研究

甲第 258 号

2004.9.30

章国強

Selective growth of InGaSb and InGaAs pyramidal 早川 | 泰弘
epilayers on III-V substrates by liquid phase epitaxy( 夜
相成長法による III-V 族基盤上への InGaSb 及び InGaAs
ピラミッド選択成長 )

甲第 259 号

2004.9.30

王燕峰

Implementation of Distributed Indoor Environment 渡邊健蔵
Monitoring System ( 分散型室内環境モ二ターシステムの
構築 )

甲第 262 号

2005.3.24

村上倫章

微小重力環境下と地上における均一組成 InGaSb 結品成長 早川泰弘
に関する研究

甲第 263 号

2005.3.24

河合信宏

CMOS イメジセンサのイノズ解析と低ノイズ化に関する 川人祥二
研究

甲第 266 号

2005.3.24

中村篤志

ZnO 系薄膜のエピタキシャル成長とヘテロ構造に関する 天明二郎
研究

甲第 267 号

2004.9.30

福司康子

ITO/ 有機層界面状態が有機薄膜 LED の発光特性に及ぼ 中西洋一郎
す影響に関する研究
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申第 268 号

2005.3.24

袴田新太郎

甲第 270 号

2005.3.24

江原摩美

青紫色発光 GaS:C u,F 薄膜 EL 素子の形成に関する研究

中西洋一郎

(Srl-xCax)S :C u，F 薄膜蛍光体の作製と発光特性に関する 中西洋一郎
研究

甲第 272 号

2006.3.24

北村真一

走査プロブ顕微鏡の開発と半導体表面研究への応用

福田安生

甲第 274 号

2006.3.24

杉山達彦

蛍光材料と電子ビーム描画法を用いた蛍光顕微鏡用微細 皆方誠
発光スケールの作製に関する研究

甲第 278 号

2006.3.24

Antos Roman

Analysis of lateraly Patterned Periodic nanostructures 山口十六夫
by optical sc atterometry ( 面内にパターン化された周期
的ナノ構造の光学的スキャッタロメトリによる解析 )

甲第 281 号

2006.3.24

榊原雅樹

CMOS イメジセンサのカラム並列型低ノイズ信号読み出 川人祥二
し回路に関する研究

申第 282 号

2006.3.24

中村慎吾

ホットウオール法による InAsSb 結晶の組成制御とバッ 早川泰弘
ファ層導入効果に関する研

甲第 285 号

2006.9.22

中村誠

電子分光法による電子材料及びデバイス製造プロセス評 福田安生
価に関する研究

甲第 286 号

甲第 287 号

2006.9.22

2006.9.22

Izhal Abdul

光飛行時間法に基づく CMOS 回路画像センサに関する研 川人祥二

Halin

究

中野和洋

磁気パターン計測に基づく小型高精度 CMOS ロータリエ 川人祥二
ンコーダに関する研究

甲第 290 号

2007.3.23

青山聡

A study on Integrated Active Magnetic Probes for Near- 川人祥二
fieldMeasurement ( 近傍磁界計測のための集積化アクティ
ブプロープに関する研究 )

甲第 291 号

2007.3.23

伊藤真也

カプセル内視鏡用高機能イメージセンサと電磁結合を用 川人祥二
いた低電力画像伝送に関する研究

甲第 292 号

2007.3.23

西川幸成

高速度イメーγセンサと画像圧縮回路の集積化に関する 川人祥二
研究

甲第 293 号

2007.3.23

朴鍾𥞴𥞴

A study on Dynamic Range Extension Methods 川人祥二
andHigh Resolution ColuInJ1 Parallel Cyclic ADCs for
CMOS 1mage Sensors (COOS イメージセンサの広ダイナ
ミックレンジ化と高分解能カラム並列 AID 変換器に関す
る研究 )

甲第 294 号

2007.3.23

塩津一史

グラファイトナノニ一ドルフィールドエミッタの開発と 三村秀典
電子線励起光源への応用に関する研究
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甲第 297 号

2007.9.25

Zainal Arif Bin Single-charge detection using
Burhanudin

ultrathin Sisingle-hole- 田部道晴

tunneling transistors ( 極薄 Si 単正孔トランジスタを用い
た単一電荷の検出 )

甲第 298 号

2007.9.25

Daniel Ioan

Manipulation of electron tunneling in vertical and 田部道晴

Moraru

horizontal silicon nanostructures ( 縦型および横型シリコ
ンナノ構造における電子トンネリングの制御 )

甲第 300 号

2008.3.23

本多一隆

高速高分解能パイプライン型アナログ・デジタル変換器 川人祥二
の低消費電力設計に関する研究

甲第 301 号

2008.3.23

Gangil Sandip

Study on p-Type Doping and Characterization of ZnO- 天明二郎
based Systems for Optical Devices (ZnO 系光半導体薄膜
の p 型伝導性制御と評価に関する研究 )

甲第 303 号

2008.3.23

劉正

A Study on Sample Timing Error Calibration in Time- 川人祥二
interleaved Analog-to-Digital Converters ( インターリー
ブ型 A/D 変換器におけるサンプルタイミング誤差補正に
関する研究 )

甲第 304 号

2008.9.29

楼井勝俊

スーパーマグネトロンプラズマにより推積されたアモル 木下治久
ファス炭素薄膜の構造と発光特性

甲第 306 号

2008.9.29 1

薄尻貴文

アンテナ励起型マイクロ波放電 HID ランプの分光学的研 三村秀典
究

甲第 309 号

2008.9.29

Suhaidi Bin

A Study on Dynamic Range Expansion Techniqueswith 川人祥二

Shafie

Reduced Motion Blur for CMOS Image Sensors (CMOS
イメージセンサのダイナミックレンジ拡大と動き歪みの
軽減に関する研究 )

甲第 311 号

2008.9.29

Ghemes Iulian Fabrication and emission characteristics of
Adrian

BaTi03, 三村秀典

ferroelectric emitters BaTi03 ( 強誘電体エミッターの製
作と電子放出特性 )

甲第 313 号

2008.9.29

韓貴

Study on the p-type field emitter arrays and
luminescence

三村秀典

properties of nano-structured ZnO for

field emission displays ( フィールドエミッションディス
プレイのための p 型フィールドエミッタとナノ構造 ZnO
のルミネッセンスに関する研究 )
甲第 314 号

2009.3.22

宇野正幸

電荷再配分方式を用いた高速低消費電力フリップアラウ 川人祥二
ンド型 D/A 変換器に関する研究

甲第 315 号

2009.3.22

尹享俊

A Study on CMOS Time-Resolved Sensors
for Fluorescence Lifetime Imaging ( 蛍光寿命イメージン
グのための CMOS 時間分解型センサに関する研究 )
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川人祥二

甲第 316 号

2009.3.22

Ligowski

Dopant-induced Potential Mapping in Si Nanodevices by 田部道晴

Maciej

Low Temperature Kelvin Probe Force Microscope( 低温

Krzysztof

KFM による Si ナノデパス中のドーパントポ・テンシヤ
ノレの測定 )

創造科学技術大学院
氏

名

学位授与日付

指導教官

学位論文題目

藤井

厚紀

2009-03-22

杉浦

敏文

視覚障害者の音源定位特性に関する研究

北野

延明

2009-09-29

三村

秀典

MEMS 領域における石英微細加工技術の開発
とその石英系光導波路およびマイクロリアク
ターへの応用に関する研究

名倉

利樹

2009-09-29

原

和彦

ZnAl2O4:Mn 高色純度緑色蛍光体の高輝度化
に関する研究

モウリーシュワラン

2009-09-29

早川

泰弘

"SELECTIVE EPITAXIAL GROWTH OF
Ш -V SEMICONDUCTORS BY CURRENT
CONTROLLED LIQUID PHASE EPITAXY
（電流制御液相成長法によるШ -V 族半導体の
選択エピタキシャル成長）"

大川

裕司

2009-09-29

三村

秀典

アモルファスセレンを用いたアバランシェ増
倍型光電変換膜の研究

横井

清人

2010-03-22

田部

道晴

多重トンネル接合系における単電子転送のシ
ミュレーション解析

澤田

友成

2010-03-22

川人

祥二

電荷排出構造を有する時間分解型 CMOS イ
メージセンサに関する研究

瀧口

吉郎

2010-03-22

三村

秀典

スピント型電界放射陰極アレイを用いた平面
撮像管の駆動方法に関する研究

難波

正和

2010-03-22

三村

秀典

スピント型電界放射陰極アレイを用いた平面
撮像管の高解像度化に関する研究

山本

兼司

2010-03-22

天明

二郎

Zn(Mg,Cd)O 混晶の光学特性評価とヘテロ構造
発光デバイスの研究
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シン

シャイレンドラ

2010-09-27

三村

秀典

"Computer-Aided Analytical Study of CdTe
Detector for Imaging in High Energy
X-ray,Gamma Ray and Neutron（コンピュー
タ支援解析による高エネルギー X 線、γ線、
中性子線イメージングのための CdTe 検出器
の改良）

徐

成昊

2011-03-22

川人

祥二

A Study on Low Noise Wide Dynamic Range
CMOS Image Sensors using Low Noise High
Gain Readout Circuits( 低ノイズ高ゲイン読み
出し回路を用いた低ノイズ広ダイナミクレン
ジ CMOS イメージセンサに関する研究）

白田

雅史

2011-03-22

原

和彦

イリジウムおよびその周辺金属で付活した新
規硫化亜鉛蛍光体の創製と発光特性に関する
研究

E.Hamid

2011-03-22

田部

道晴

Single-electron memory effect due to electron
transfer between donors in Si field-effect
transistors（Si 電界効果トランジスタにおける
ドナー間電子移動による単電子メモリ効果）

安富

啓太

2011-03-22

川人

祥二

CMOS イ メ ー ジ セ ン サ に お け る グ ロ ー バ ル
シャッタの低雑音化と高機能化に関する研究

Sarker MD.Shakowat

2011-09-22

川人

祥二

Zaman

"A

Study on CMOS Light Pulse

Receiver Cell Arrays for Spatial Optical
Communication（空間光通信のための CMOS
光パルス受信セルアレイに関する研究）

鈴木

克典

2011-09-22

三村

秀典

カーボンナノチューブウェブを用いた熱音響
型スピーカーとその応用に関する研究

Govindasamy Rajesh

2011-09-22

早川

泰弘

"Investigation on the Growth and Solute
Transport Mechanism of InGaSb Alloy
Semiconductor Crystals（InGaSb 混 晶 半 導 体
結晶の成長と溶質輸送機構に関する研究）

Mars Kamel

2012-03-22

川人

祥二

A Study on Low-Noise Readout Circuits for
High output Impedance Sensors and Their
Response Time Acceleration

定塚

淳生

2012-03-22

三村

秀典

グラファイトナノスパイン電子源を用いた X
線管に関する研究

MIFTAHUL ANWAR

2012-03-22

田部

道晴

Observation of Electron Injection into
Phosphorus Donors in Silicon-on-Insulator
Channel by Kelvin Probe Force Microscopy

− 310 −

森

達宏

2012-03-22

原

和彦

化学気相法を用いた窒化ガリウム系ナノ構造
埋込型粒子の作製プロセスに関する研究

岡田

慶雄

2012-09-27

杉浦

敏文

自律神経活動計測のための３軸加速度センサ
内蔵小型心電計の開発

ARIEF UDHIARTO

2012-09-27

田部

道晴

Dopant atom-based Si nanodevices for single
photon detection （ フ ォ ト ン 検 出 の た め の
ドーパント原子を基礎とする Si ナノデバイス）

徐

珉雄

2012-09-27

川人

祥二

Study on Low-Noise High Dynamic Range
High Resolution CMOS Image Sensors with
Folding-Integration/Cyclic ADCs （高分解能
の折り返し積分 / 巡回型 ADC を集積した低雑
音・高ダイナミックレンジ CMOS イメージセ
ンサに関する研究）

MANI

2012-09-27

早川

泰弘

NAVANEETHAN

Synthesis of ZnO Nanostructures using
Organic Ligands for Dye-Sensitized Solar
Cells Applicaations （有機皮膜剤を用いた酸
化亜鉛ナノ構造合成と色素増感太陽電池への
応用）

MOHD KHAIRUL

2012-09-27

村上

健司

BIN AHMAD

Improvement in Performances of
Dye-sensitized Solar Cells based on
Nanostructured Rutile-phased TiO2 （ナノ構
造ルチル相 Tio2 を利用した色素増感太陽電池
の性能改善）

李

卓

2013-03-22

川人

祥二

A Study on Time-Resolved CMOS Image
Sensors with Draining-Only Modulation
Pixels for Fluorescence Lifetime Imaging
Microscopy （蛍光寿命イメージング顕微鏡の
ための電荷排出変調画素を用いた CMOS 時間
分解型センサに関する研究）

井村

ゆき乃

2013-03-22

青木

徹

エネルギー情報を用いたＸ線ＣＴ画像の高画
質化

GHEMES CRINA

2013-03-22

三村

秀典

Synthesis of Ultralong multiwalled carbon
nanotube by chemical vapor deposition
method （化学気相堆積法による長尺多層カー
ボンナノチューブの合成）

− 311 −

NOWAK ROLAND

2013-09-20

田部

道晴

MIKOLAJ

Observation of Dopant-induced Potential in
Nanoscale Si pn Junctions by Kelvin Probe
Force Microscope

( ナノスケール

Si pn

接

合におけるドーパント誘起ポテンシャルのケ
ルビンプローブフォース顕微鏡観察 )
Devinda Sbash

2013-09-20

村上

健司

Kulasin Liyanage

Development of

Fine Atomized Splay

Pyrolysis Deposition Technique for Dye
Sensitized Solar Cell Applicaions

( 色素増感

太陽電池への応用のための微小霧状スプレー
熱分解堆積技術の開発 )
D.M.B.P.Ariyasinghe

2013-09-20

下村

勝

Improved performance of dye-sensitized
solar cells using a surface modified TiO2
electrode

( 表面改質酸化チタン電極による色

素増感太陽電池の性能改善 )
JAYARAM

2013-09-20

早川

泰弘

Investigation of TiO2 Nanostructures for DyeSensitized Solar Cells Applications

ARCHANA

( 色素増

感太陽電池応用のための酸化チタンナノ構造
の研究 )
今井

快多

2014-03-22

川人

祥二

CMOS イメージセンサのためのカラム並列 2
段シングルスロープ A/D 変換器に関する研究

名和

靖矩

2014-03-22

川田

善正

電子線直接励起による高分解能蛍光顕微法の
開発とその応用に関する研究

FAIZ

SALLEH

2014-03-22

池田

浩也

Modulation of Seebeck Coefficient in Thin Sion-Insulator Layer and Construction of Its
New Measurement Technique by KelvinProbe Force Microscopy

(SOI 薄 膜 の ゼ ー

ベック係数制御とケルビンプローブフォース
顕微鏡を用いたゼーベック係数の新測定技術
の構築 )
菅

公一

2014-09-29

青木

徹

フォトンカウンティング型 X 線 CT のダイカ
スト鋳巣検査への応用

Heli Siti Halimatul

2014-09-29

山崎

昌一

Munawaroh

"Physiological analysis of heterocyst specific
glycolipid and production of its aglycone, fatty
alcohol in Anabaena sp. PCC 7120（Anabaena
sp. PCC 7120 におけるヘテロシスト特異的糖
脂質の生理学的解析とそのアグリコンである
脂肪アルコールの生産）"

北村

和也

2014-09-29

川人

祥二

超高解像度・高速度イメージセンサ用 2 段縦
続型 A/D 変換器に関する研究
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渡部

俊久

2014-09-29

川人

祥二

超高精細高フレームレート CMOS イメージセ
ンサ用 2 段サイクリック型 A/D 変換回路の低
消費電力設計とデジタル補正に関する研究

SRI

2014-09-29

田部

道晴

PURWIYANTI

Effects of individual dopants in nanoscale Si
pn junctions

( ナノスケール Si pn 接合におけ

る個別ドーパントの効果 )

WINANTYO

2014-09-29

村上

健司

RANGGA

A Study on the Growth of ZnO Nanorods for
the Application to Dye-sensitized Solar Cells
( 色素増感太陽電池のための酸化亜鉛ナノロッ
ドの成長に関する研究 )

MUTHUSAMY

2014-09-29

早川

泰弘

OMPRAKASH

Investigation on the growth process and bulk
growth of compositionally homogeneous SiGe
for thermoelectric application

( 熱電応用のた

めの SiGe 成長過程及び均一組成バルク結晶成
長に関する研究 )
魏

志恒

2015-03-22

川人

祥二

A Study on Column-Parallel ADCs Using
DMOS Capacitors for CMOS Image Sensors
(CMOS イメージセンサのための DMOS キャ
パシタを用いたカラム並列 A/D 変換器に関す
る研究 )

韓

相萬

2015-03-22

川人

祥二

ラテラル電界制御型電荷変調に基づく TOF 距
離画像センサに関する研究

貴志

浩久

2015-03-22

杉浦

敏文

機能性食品アンセリンの抗疲労効果に関する
研究

岩井

勇輔

2015-03-22

三村

秀典

ナノグラファイトカソードの開発と電界放出
型 X 線管への応用に関する研究

齋藤

実

2015-03-22

三村

秀典

負の電子親和力（NEA) 電界援助型光電面に関
する研究

陳

曦

2015-03-22

杉浦

敏文

脳波を用いた外来刺激に対する心理状態の評
価
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論文博士
学位記番号

学位授与日

氏名

論文題目

指導教員

乙第 1 号

1980.8.7

西国修徳

不均一不純物分布をもつ MOS 構造の電気的

山本達夫

特性の研究
乙第 3 号

1981.11.25

村田武夫

PCM 端局系に関する研究

水品静夫

乙第 6 号

1985.2.21

望月徹

Molybdenum Disilicide Gates and

安藤隆男

Interconnection for VLSI
乙第 8 号

1985.6.24

河村和彦

トンネル MIS スイッチング素子に関する研

助川徳三

究
乙第 9 号

1985.11.22

鈴木新太郎

磁気記録用金属磁性粉の製造法と他行身体磁

山田祥二

性粉
乙第 10 号

1986.1.23

濱屋進

注入同期および相互同期状態にある発振器の

水品静夫

安全性・雑音に関する進行波解析
乙第 11 号

1986.2.21

宇田川隆

原子吸光分光分析法による CaAs 結晶中の Cr

助川徳三

不純物に関する研究
乙第 12 号

1986.2.21

中西洋一郎

ZnS 薄膜の構造と発光特性に関する研究

山田祥二

乙第 13 号

1986.9.30

谷内利明

高周波スパッタリングによる薄膜形成と

安藤隆男

MOS 素子への応用に関する研究
乙第 14 号

1986.11.25

安濃英冶

蒸着 Ag 微粒子内伝導電子の挙動へのサイズ

山田祥二

効果と格子欠陥の影響
乙第 16 号

1987.2.20

遠藤伸祐

超 LSI プロセスにおける微細素子分離に関す

安藤隆男

る研究
乙第 17 号

1987.2.20

Muharrunad

Moire'T opography for Medical Use ( 医用モ

Djamil

アレ卜ポグラフイ )

水品静夫

Ibrahlim
乙第 19 号

1987.10.20

山本庸介

プフズマ結合型デバイスの分析と応用に関す

安藤隆男

る研究
乙第 20 号

1988.3.15

見田充郎

二重絶縁構造 ZnS 薄 ac-EL 膜デバイスに関

助川徳三

する研究
乙第 21 号

1988.5.20

長谷川郎

マイクロ波を使った AgBr 微結晶の光導電測
定法に関する研究
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山田祥二

乙第 22 号

1989.3.15

内田陽子

LaB6/GaAs 界面の解析とショットキ特性の

助川 | 徳三

研究
乙第 23 号

1989.5.30

安西正保

高速レーザビームプリンタの印字プロセスに

畑中義式

関する研究
乙第 24 号

1989.12.4

猪平進

回路シミュレーションのためのバイポーラ IC

助川徳三

のモデリングに関する研究
乙第 25 号

1990.2.1

伴悦夫

ローズシム法による電磁石磁界均一度の向上

水品静夫

に関する研究
乙第 26 号

1990.3.16

野村卓志

分子線エピタキシ法による II I -V 族半導体へ

助川徳三

テロ成長過程の研究
乙第 33 号

1991.2.21

鮫島俊之

Pulsed XeCl Excimer Laser Annealing of

畑中義式

Silicon Film (XeCl エキシマレーザを用いた
シリコン膜のアニールの研究 )
乙第 35 号

1991.6.17

河合弘冶

有機金属気相成長法による AIGaAs/GaAs 極

助川徳三

簿膜へテロ構造の作製と評価
乙第 39 号

1992.2.6

乙第 40 号

1992.2.20

桑原伸夫
立岡浩一

通信装置の雷サージ防護対策に関する研究

水品静夫

Growth of CdTe and HgxCdl-xTe

山田祥二

Films by Hot-Wall

Epitaxy and Its

Characterization( ホットウオールエピタキシ
- 法による CdTe 及び HgxCdl-xTe 薄膜の成長
及び評価 )
乙第 42 号

1992.7.31

石田修巳

衛星通信地球局アンテナ用直交偏波強要分波

水品静夫

系に関する研究
乙第 43 号

1992.10.23

橋本哲

アモルファス系 W03 薄膜のエレクトロクロミ

福田安生

ズムに関する研究―その劣化機構と長寿命化
及び発色機構―
乙第 44 号

1992.10.23

近藤充和

強誘電 { 本結晶の電気光学効果を利用した光

萩野實

通信用光スイッチの研究
乙第 46 号

1993.3.24

京曽幹夫

Si 集積化光センサの機能設計に関する研究

助川徳三

乙第 47 号

1993.3.24

中鉢善樹

青色エレクトロルミネセント素子の研究

畑中義式

乙第 49 号

1993.6.25

友田昭彦

フノレギド誘導体のフォトクロミズムとその

長村利彦

応用に関する実験的研究
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乙第 52 号

1993.12.22

小林司

気相温度制御化学気相成長法によるアルミニ

助川徳三

ウム単結晶薄膜成長の研究
乙第 53 号

1993.12.22

近藤光重

光ディスク装置の光学系に関する研究

畑中義式

乙第 54 号

1993.12.22

安川博

エコーキャンセラの設計とその応用に関する

渡漫健蔵

研究
乙第 58 号

1994.12.26

鈴木輝男

銅酸化物超電導体の電子分光学的研究

福田安生

乙第 62 号

1995.9.28

長谷智弘

大型画像表示装置のシステム設計法に関する

畑中義式

研究
乙第 63 号

1995.9.28

高木直

移動体通信用 FET 増幅器に関する研究

水品静夫

乙第 66 号

1996.6.28

富田康弘

CdTe 光導電薄膜を用いた高感度、高解像度

安藤隆男

X 線イメージセンサーの研究
乙第 69 号

1996.12.20

杉本義正

収束荷電粒子を用いた超高真空一貫微細加工

助川徳三

プロセスに関する研究
乙第 70 号

1996.12.20

戸倉規仁

MOS パワーデバイスの高性能化・高機能化

助川徳三

に関する研究
乙第 72 号

1996.12.20

松本一哉

CMD イメージセンサの研究

安藤降男

乙第 73 号

1997.3.22

加藤浩太郎

集積回路内多結品シリコン抵抗の電気的トリ

田部道晴

ミングに関する研究
乙第 77 号

1997.3.22

日置敏昭

広帯域映像信号の光デイスク記録フォーマッ

安藤隆男

トとその再生システムに関する研究
乙第 78 号

1997.9.26

田代勉

高速光通信用シリコン系光電子集積回路のデ

畑中義式

パイス技術に関する研究
乙第 85 号

1998.9.25

田原傑

ULSI 配線微細加工プロセスにおける加工形

助川徳三

状
乙第 91 号

2000.3.24

周滑

Systematic Research on High-Accuracy
Frequency

渡邊健蔵

Measurements and Control ( 高

精度周波数測定及び制御に関する体系的研
究)
乙第 93 号

2000.12.25

太田裕之

超高速光サンプリング技術とその応用に関す

渡邊健蔵

る研究
乙第 95 号

2001.3.23

原田望

空間周波数領域設計に基づく固体イメージセ
ンサの高解像度化に関する研究
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川人祥二

乙第 96 号

2001.3.23

渡辺隆行

CulnS2 薄膜の欠陥制御による高品質化と高効

田中昭

率太陽電池への応用
乙第 97 号

2001.12.25

望月孔二

高精度センサ信号処理回路に関する研究

杉浦敏文

乙第 98 号

2002.3.23

辰浦智

新しい有機非線形光学薄膜の開発と超高速光

長村利彦

スイッチング応用
乙第 99 号

2002.3.23

鄭在仁

Preparation and Characterization of

福田安生

FunctionalCompound Coatings by Arcinduced ion Plating ( アーク放電誘導型イオ
ンプレーテイングによる機能性化合物薄膜の
形成及び特性 )
乙第 100 号

2003.9.29

石山俊彦

MOSFET 高性能化に向けた SOI 技術に関す

田部道晴

る研究
乙第 103 号

2007.3.24

広帯域・低駆動電圧薄板型 LiNb03 光変調器

近藤順悟

皆方誠

に関する研究
乙第 107 号

2009.3.22

青木謙治

次世代コヒーレント光通信システム用 X カッ

皆方誠

ト LiNb03 薄板型光変調器の構造設計に関す
る研究
乙第 108 号

2009.3.22

佐々木正明

CMOS イメージセンサ上へのアナログ機能回

川人祥二

路の集積化ど応用に関する研究

論文博士

学位記番号

氏名

自然科学博乙第２号博士（工学）

大野

鋭二

指導教員

論文題目

原和彦

相変化光ディスクの高密度化技術とその
応用に関する研究

自然科学博乙第５号博士（工学） 後藤

東一郎

田部道晴

（Doctor of Engineering）
自然科学博乙第 7 号博士（工学） 加藤木

有機分子素子の電気特性と電極構造に関
する研究

秀章

早川泰弘

（Doctor of Engineering）

ジュート単繊維とジュート繊維強化ポリ
乳酸の疲労に関する研究
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歴代外国人客員講座教授
外国人客員教授氏名

所

John Linton Robins

属・

職

国名

期間 ( 始 )

期間 ( 終 )

受入教官

ウェスタンオーストラリ

オーストラ

1989/7/15

1989/12/15

萩野

ア大学・教授

リア

Vo-Van Truong

モンクトン大学・教授

カナダ

1990/4/30

1990/8/15

山田祥二

秀英

中国科学院半導体研究所・

中国

1991/1/31

1992/1/27

熊川征司

ポーランド

1992/5/1

1992/9/30

福田安生

ポーランド

1992/10/1

1993/4/30

畑中義式

實・

福田安生

準教授
Jablonski Aleksander

ポーランド科学アカデ
ミー物理化学研究所・教
授

Wrobel Aleksander Michal

ポーランド科学アカデ
ミー分子及び集合分子研
究センター・助教授

Mamouni Ahmed

リール工科大学・助教授

フランス

1993/5/1

1993/9/15

水品静夫

Lifshits Victor Grigorievitch

ロシア極東州立大学・教

ロシア

1993/9/16

1994/1/14

熊川征司

デンマーク

1994/1/17

1994/6/16

福田安生

授
Moller Preben Juul

コペンハーゲン大学・準
教授

Petriu Emil

オタワ大学・副教授

カナダ

1994/8/1

1994/12/31

渡邉健蔵

Tyczkowski Jacek

ポーランド科学アカデ

ポーランド

1995/1/10

1995/7/31

畑中義式

ミー分子及び集合分子研
究センター・準教授
Dost Sadik

ビクトリア大学・教授

カナダ

1995/8/1

1996/7/31

助川徳三

Rafael Kalish

イスラエル工科大学・教

イスラエル

1996/10/17

1997/1/16

助川徳三

アメリカ

1997/2/1

1997/5/31

水品静夫・

授
Ting-Chung Poon

バージニア工科大学・教
授

Dariusz Z. Korzec

長村利彦

ｳｯﾊﾟｰﾀﾙ大学ﾏｲｸﾛｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ

ドイツ

1997/6/1

1997/9/30

畑中義式

中国

1997/10/13

1998/1/31

村上健司

ウクライナ

1998/2/1

1998/7/31

早川泰弘

研究ｾﾝﾀｰ・主席研究員
沈

電洪

中 国 科 学 院 物 理研究所・
助教授

Kozhemyakin G. Nicolaevich

東ウクライナ大学・教授

− 318 −

Petkov I. Kolev

ソフィア大学・準教授

ブルガリア

1998/8/1

1999/5/31

長村利彦

Jean Marec

パリ南大学・教授

フランス

1999/6/15

1999/9/30

畑中義式

曹

清華大学・教授

中国

1999/10/15

2000/1/31

福田安生

極東大学・教授

ロシア

2000/3/1

2000/5/31

福田安生

ﾏｯｸｽﾌﾟﾗﾝｸ固体研究所結晶

ドイツ

2000/6/15

2001/2/14

松本晃一

チェコ

2001/2/15

2001/6/14

山口十六

立礼（Cao Lili）

（辞退）Victor G. Zavodinsky
Erich Schoenherr

成長ｸﾞﾙｰﾌﾟ・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ
Stefan Visnovsky

プラハ・チャールズ大学・
教授

夫

Arturs Medvids

リガ工科大学・教授

ラトビア

2001/6/15

2001/10/14

福田安生

Gheorghe Popa

ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾙ・ｱｲｵｱ・ｸｻﾞ大学・

ルーマニア

2001/10/25

2002/2/28

畑中義式

チェコ

2002/3/1

2002/12/14

山口十六

教授
Jaromir Pistora

オ ス ト ラ ヴ ァ 工 科大学・
教授

夫

Korsakov Vradimir

ｻﾝｸﾄﾍﾟﾃﾙﾌﾞﾙｸﾞ工業大学・

Georgievich

教授

Yih Chyun Jenq

ポ ー ト ラ ン ド 州立大学・

ロシア

2002/12/15

2003/3/14

中西洋一
郎

アメリカ

2003/7/1

2004/1/14

渡邉健蔵

チェコ

2004/2/1

2004/5/14

山口十六

教授
Ohlidal Ivan

マサリーク大学・教授

夫
Srivastava Gyaneshwar

エクスター大学・教授

インド

2004/5/24

2004/9/10

福田安生

プラハ・チャールズ大学・

チェコ

2004/10/1

2005/2/28

山口十六

Prasad
Stefan Visnovsky

教授
MD.Shafiqul Islam

Mikhail V.Lebedev

夫

バングラディシュ工科大

バ ン グ ラ

学・教授

ディシュ

2005/4/1

2005/6/30

皆方

イヨッフェ物理技術研究

誠

ロシア

2005/7/1

2005/11/15

福田安生

チェコ

2005/11/16

2006/3/31

山口十六

所・主任研究員
Jaromir Pistora

オ ス ト ラ ヴ ァ 工科大学・
教授

周

之斌

夫

上海交通大学・副教授

中国
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2006/4/1

2006/7/31

村上健司

Kamil

Postava

オ ス ト ラ ヴ ァ 工科大学・

チェコ

2006/8/15

2006/11/30

助教授
Ramasamy JAYAVEL

山口十六
夫

アンナ大学・ナノ科学技

インド

2006/12/1

2007/3/31

早川泰弘

スリランカ

2007/4/1

2008/3/31

村上健司

ウクライナ

2008/4/1

2008/11/30

青木

朴 奎昶 （Park Kyu Chang） 慶熙大學校・副敎授

大韓民国

2008/12/1

2009/3/31

中本正幸

元

中国海洋大学・教授

中国

2009/4/1

2009/7/31

三村秀典

Rajapakse Mudiyanselage

ペラデニア大学・先任教

スリランカ

2009/8/1

2009/11/30

村上健司

Gamini Rajapakse

授

Gnatyuk

ウクライナ国立科学アカ

ウクライナ

2009/12/1

2010/3/31

青木

アラガパ大学・准教授

インド

2010/4/1

2010/7/31

早川泰弘

海南大学・準教授

中国

2010/8/1

2010/11/30

橋口

ペラデニア大学・教授

スリランカ

2010/12/1

2011/3/31

村上健司

ﾗｼｭｶﾘｮﾌ半導体物理学研究

ウクライナ

2011/4/1

2011/7/31

三村秀典

同済大学・教授

中国

2011/9/9

2012/2/14

早川泰弘

Oliver Amarasena

ペラデニア大学・先任教

スリランカ

2012/4/1

2012/7/31

村上健司

ILEPERUMA

授

Ganesan Ravi

アラガパ大学・准教授

インド

2012/8/1

2012/11/30

早川泰弘

Sergiu T.Shishiyanu

モルドバ大学・准教授

モルドバ

2012/12/1

2013/3/31

三村秀典

Paolo BOTTON

サピエンツェ

イタリア

2013/4/1

2013/6/30

金武佳明

術研究センター長
Oliver Amarasena

ペラデニア大学・先任教

ILEPERUMA

授

Gnatyuk

ウクライナ国立科学アカ

Volodymyr

徹

デミーラスカリョフ半導
体物理研究所・上級研究
員

光

Volodymyr

徹

デミーラスカリョフ半導
体物理研究所・上級研究
員
Krishnasamy
Sankaranarayanan
文

峰

Herath Mudiyanselage

原

Navaratne BANDARA
Anatoli A Evtukhn

所・主席研究員
高

玉竹

ローマ大

学・准教授
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Anatoliy Evtukh

ウクライナ国立科学アカ

Antonovych

デミー V.E. ラシュカリョ
フ

ウクライナ

2013/7/1

2013/9/30

三村秀典

スリランカ

2013/10/1

2013/12/31

村上健司

ロシア

2014/1/2

2014/3/31

小南裕子・

半導体物理学研究所・

教授
R.M. Gamini Rajapakse

ペラデニヤ大学理学部化
学科先任教授

Maxim M.Sychov

Lucel Sirghi

サンクトペテルブルグ国
立工業大学材料科学科

中西洋一

准教授

郎

アレクサンドル
アン

アイオ

ルーマニア

2014/4/1

2014/6/30

三村秀典

リトアニア

2014/7/1

2014/9/30

ミゼイキ

クザ大学物理学部

准教授
Domas Paipulas

ヴィリニュス大学レー
ザー研究センター

研究

ス

員・講師
Victor Levadny

ロシア化学アカデミー
理論薬理学センター

ロシア

2014/9/1

2014/11/30

山崎昌一

インド

2014/10/3

2014/12/31

早川泰弘

ポーランド

2015/4/1

2015/7/31

三村秀典

2015/8/1

2015/11/30

田部道晴

2016/1/1

2016/3/31

早川泰弘

上

級研究員
Sridhran Moorthy Babu
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PREFACE
This special volume of Applied Surface Science is devoted to the Proceedings

of the Fourth International

Conference on Solid Films and Surfaces(ICSFS・4).This conference was organized by the Research Institute of
Electronics，Shizuoka University，and was held in the Grand Hotel Hamamatsu，Hamamatsu，Japan，from 23
to 27 August 1987. This was the fourth triennial

meeting

following the previous Conferences in Tokyo

Toshi Center，1978)，College Park (University of Maryland，1 981) and Sydney (University of

(Nippon

New South Wales，

19 84). The success of the previous three Conferences led to the holding of a fourth Conference again in Japan.
The Conference series has been motivated by the need to maintain close communication between the surface and
thin film research communities which, in spite of overlapping

interests，tend to become separate simply as a

consequence of the great volume of research activity.
The resulting beneficial synergism was ensured at ICSFS-4 by a happy blending of sessions on the structure and
properties of metal and semiconductor surfaces，interface phenomena between solids and gases，liquids or solids，
surface and interface measurement techniques，the preparation，growth and structure of thin films，electronic and
optical properties of thin films and surfaces，surface and thin film modification，and films and surfaces for various
industrial applications.
The intensive five-day meeting was attended by 350 delegates from 17countries and the program comprised 15
invited and 204 contributed papers of which 172 are included in this volume. Thanks are due to all authors of both
invited and contributed papers for their efforts, to the referees for reviewing the manuscripts and to the reviewers
who kindly helped with the linguistic editing of the manuscripts.
The ICSFS・4 Conference was sponsored by the Research Institute of Electronics，Shizuoka University，under
the auspices of the Ministry of Education，Science and Culture，Japan. Generous financial support was received
from the Hamamatsu Denshikogaku Shoreikai，the Murata Science Foundation，the Yoshida Kagaku Gijutsu Shinko
Zaidan and the Nippon Itagarasu Zairyokogaku Joseikai. Further，financial support was gratefully received from a
number of organizations and 'firms in Japan. The Organizing Committee of the ICSFS-4 gratefully acknowledges the
cooperation of the following scientific organizations: The Physical Society of Japan，The Chernical Society of Japan，
The Japan Society of Applied Physics，The Institute of Electronics，Information and Communication Engineers of
Japan，The Vacuum Society of Japan，The Japan Institute of Metal，The Surface Science Society of Japan，The
Institute of Television Engineers of Japan，The Japanese Association of Crystal Growth，The Catalysis Society of
Japan，The Institute of Electrical Engineers of Japan, The Electrochemical Society of Japan，The Japanese Society
of Electron Microscopy and The Metal Finishing Society of Japan.
The Editors and Conference Organizing Committee would like to express their appreciation to the many people
who have contributed to the Conference in various ways. Particular thanks go to S. Mizushina (Social Events)，
N.Takashita (Equipment Exhibition)，T. Shimaoka (Ladies Program)，and also to Y. Hatanaka，Y . Nakanishi，Y .
Suzuki，and S.G. Meikle for their editorial assistance. The success of the Conference has led to plans for the fifth，to
be held at Brown University，Providence，R I，U SA in 1990.
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Preface
Papers presented in the 12th International Conference on Solid Films and Surfaces (ICSFS-12) held in
Hamamatsu，Japan on 21-25 June 2004 are collected in this special issue after general reviewing. The
conference was previously held in Tokyo (1978)，Washington (1981)，Sydney (1984)，Hamamatsu (1987)，
Providence (1989)，Paris(1992)，Hsinchu (1994)，Osaka (1996)，Copenhagen(1998)，Princeton (2000)，and
Marseille (2002). Recently，this meeting covers not only the fields of solid films and surfaces but also
nano-structures and materials. About 350 researchers from 22 countries (Asia，Africa，Europe，North
and South America，and South Pacific) attended the conference to present and discuss new experimental
and theoretical results on the thin films，surfaces，interlaces，and nano-structures of various materials.
On behalf of the organizing committee，we wish to greatly appreciate Shizuoka University and Research
Institute of Electronics for supporting the conference. We also sincerely acknowledge the financial
support by Suzuki Motor Corporation, Murata Science Foundation，Shizuoka University Fund for
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Engineering Research，Promotion of Electronic Engineering in Hamamatsu，and Hamamatsu Visitors
and Convention Bureau.
We would like to express our hearty thanks to the members of the organizing committee for making
whole arrangements for the conference.

J. Temmyo*, M. Tabe, Y. Nakanishi, Y. Fukuda
Research Institute of Electronics, Shizuoka University, 3-5-1 Johoku，Hamamatsu 432-8011，Japan
*Corresponding author. Tel.: +81 53 478 1314, fax: +81 53478 1651

「第１２回固体薄膜及び表面に関する国際会議」で開会挨拶をする福田安生委員長

「第１２回固体薄膜及び表面に関する国際会議」の閉会式及び現地実行委員会メンバー
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難を極めた状況は，余の脳裏に今も焼き付いておる所である。その当時の状況からして，高柳先生の指導助
言と財団の援助は正に枯死寸前を救う慈雨の如きであったであろう。戦後そして大学昇格後昭和 25 年 (1950)
工学部附属研究施設から正規の大学附置研究施設として存続する迄の十数年間の苦難に満ちた経緯は，今は
亡き堀井教授により電子工学研究所「十年の軌跡」誌 (1975 年 ) の中に生々しく記録されている。いままた，
記録に残らなかった往時の研究の苦心談も本誌の中に興味深く語られよう。そこから若い研究者は多くの示
唆を汲みとることができょう。
さらに想いをめぐらせば，一つの幸運がおとづれた。昭和 35 年 (1960) 東北大学より渡辺寧先生を静岡大学
に学長として迎えたことである。自ら，研究施設の研究班の長となられプレハブの研究室の片隅でガリュウ
ム―ヒ素の半導体をわが国で始めて作られ，またレーザー・ダイオードの研究や X 線ビジコンの研究を進
展されたのも先生指導によるこの粗末な建物の中であった。当初研究施設は 3 部門であったが，僅か 4 年後
( 昭和 39 年 (1964)) には 6 部門となり，翌昭和 40 年 (1965) 4 月に待望の大学附置の電子工学研究所が設置され，
研究棟も現在の場所に新設されたのである。高柳先生時代−堀井教授・渡辺学長時代と伝統的に受け継がれ
てきた研究成果のたまものであり，しみじみと先覚の偉大さを想うのである .
余は，テレビジョンの研究分野に関しては無知に近いのであるが，他の多くの学問分野にも見られる様に，
一人の偉大なる先覚の研究の源流から発して，そこから学問研究が大きな流れとなって科学技術迄展開して
ゆく人間の叡知の測り知れぬ深さを見るのである。
静岡大学に於いて次の世代の研究者は何を指向するか，引き継ぐ人の決めることであろうが，余はこの「静
岡大学テレビジョン技術史」を繙く若い人々が先達のたどった道を想起し，さらに輝かしい研究の成果を挙
げ，この地が伝統のメッカとなってゆく未来を遥かに想望するものである。 ( 昭和 61 年 6 月 30 日 )

髙栁健次郎先生の文化勲章受章記念の写真
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テレビ研究回顧
髙

栁

健次郎

今回，静大の旧電視研究室員が多年の労苦によって，浜松高工時
代より静大工学部の電子工学研究所に至る永年のテレビジョン研究
開発史が執筆発刊されることになって，誠に喜ばしい。執筆者各位
の多年のご労苦に対し，深く感謝する。なお，桜場先生には，ご丁
重な序文を頂戴して，ありがたく感謝する .
世界で，テレビジョンの実験研究の気運が起きたのは，1920 年 ( 大
9) 米国で WH 社によってラジオの放送が開始された頃からであった。
私は，大正 10 年，東京高等工業学校の電気科を卒業した。それ以来，重要な研究題目を探し求めて，遂に，
大正 12 年 7 月にテレビジョンを発見し，その研究開発を立志した。私が，比較的早期に立志出来たのは，
東京工大初代の中村幸之助学長のご教訓によるもので深く感謝したい。
私はテレビジョンの実験研究をするために，大正 13 年 (1924) に浜松高工に助教授として赴任した。そして，
関口校長に着任のご挨拶をすると同時にテレビジョン研究の許可をお願いした。関口校長は，最初は大変驚
かれたが，やがて研究の重要性を認められ，特別のご配慮で研究を許可され，大変嬉しかった。校長先生ば
かりでなく，電気科の諸先生をはじめ機械科，応用化学科，物理教室等の諸先生方にも私の研究を応援して
頂いて有難かった。
テレビジョンの研究には，古くから機械的方式と電子的方式とがあった。世界の大部分の研究者は，機械的
方式を研究していたが，私はテレビジョンの将来を考えて，独り電子的方式を採用することにした。現在の
テレビジョンは電子的方式によって完成し，実用化されている。電子的方式の選定は，誠に賢明で，また幸
せでもあった。大正 13 年の終りに，私は撮像管および受像管を考案発明した。撮像管の試作研究は浜松高
工の研究室で行い，受像管は東京電気 ( 株 )( 東芝 ) の浅尾博士にお願いした。撮像管の試作研究は失敗した
が，受像管の試作は成功して，大正 14 年には，最初のブラウン管を入手することが出来て嬉しかった。私は，
この受像管を用いて，テレビジョンの最初の実験を試みた。
最初，雲母板の上に墨で書いた「イ」の字を送る実験をしたが，なかなか受像が安定して映らなかった。約
一年程度の研究で，偏向ならびに同期方式を発明考案して，初めて安定した「イ」の字を受像管の蛍光面の
上に映し出すことに成功した。それは大正 15 年 (1926) 12 月 25 日であった。続いて，送る方の装置を改良し，
人物の顔を送るようにして昭和 3 年 (1928) に成功し，これを電気学会に発表した。続いて，受像を明るく大
きく映し出すように研究をすすめ，昭和 4 年秋には，高真空多極ブラウン管を発明して，一挙に，明るくて
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大きな受像を映し出すことが出来た。この受像管を用いて，昭和 5 年 5 月，浜松高工でテレビジョンの実験
を天覧に供する光栄を得た。
天覧後，テレビジョンの重要性が文部省で認められ，私のテレビジョンの研究が公式に認められ，多額の研
究費も支給された。また，テレビジョンの研究棟が二棟も建設許可され，本式にテレビジョン研究を推進す
ることが出来るようになった。この研究棟の中には，従来のテレビジョンの実験室の他に，新しく撮像管，
受像管およびこれらに必要な光電面および蛍光体，それから真空技術等の研究室が設けられて，ありがたかっ
た。これと同時に，NHK から毎年多額のテレビジョン研究費が支給されて，積極的にテレビジョンの研究
をすることが出来るようになった。
昭和 6 年の中頃，映像信号の増幅器の研究が進んで，初期目標の画素 1 万個のテレビジョンに成功すること
が出来た。しかし，これまでの様な機械的走査機を用いていたのではこれ以上精細な画像を送受することは
出来ない。そこで，中止しておった撮像管の研究を再開することになったが，従来の送像方式では，映像を
詳しくすると感度が低下して，撮像が困難になる . この欠点を除去して高感度を保つことが出来る撮像方式
として，昭和 5 年 (1930) に私は積分方式を発明した。
昭和 10 年 (1935)11 月，研究所々員が一致して研究に精進した結果，待望の積分方式撮像管の試作に成功し，
始めて戸外の景色を自由に撮像することが出来たことは，非常に幸せであった。この撮像管の研究開発は，
私の研究生活で生涯忘れ得ないところで，研究員の献身的な努力と一致協力に対し，深く感謝したい。こう
して，昭和 11 年春には待望の全電子方式が浜松高工において完成された。
昭和 12 年，NHK よりの依頼により，高柳および研究員の大部分は，NHK 技術研究所に移行して，東京オ
リンピックのテレビジョン放送の準備をすることになった。不幸にして時局の急変の為，オリンピックは返
上され，そのテレビジョンの放送は中止されたが，NHK のテレビジョン実験局が昭和 14 年 5 月落成し，実
験放送を開始することが出来た .
戦後，テレビジョンの実験研究は，一時，米軍により禁止されたが，やがて解除され，昭和 28 年 2 月 1 日
に最初のテレビジョン放送が開始された。続いて民間放送も開始されて，予想外に早く白黒放送は発達した。
さらに昭和 35 年 (1960)、カラー放送も開始され，カラー受像機が多数生産されて米国に次ぐ普及を見るに至っ
た。
また、VTR およびビデオディスクは日本で独自に創造開発され，カラーテレビ受像機に続いて，諸外国に
多量に輸出販売され外貨獲得に大いに貢献した。戦敗国の日本が今日のエレクトロニクスの発達貢献を成し
得たことは，浜松高工時代のテレビジョン研究によって発達したものと自負する。改めて当時を回想して研
究室員各位に敬意を表したい。
さて私は，テレビジョン、VTR 等の先端技術を開発し，新産業を発展させ，世界の文化の向上と経済の発
展を図ってきた。しかし私はかかる形而下の発展だけでは人類は幸福にならぬことを知って，残念に思って
いる。
人類が幸福になるには，物質文明と同様に精神上の文明が必要である。しかし近代の社会的進展と変化は却っ
て人の道に著しい混迷をもたらし，善悪・正邪が判定し難くなって種々な問題や不祥事が発生している。
私はまず善悪・正邪を検証できるような現代的な科学的な鏡がほしいと思う。更に進んでは，現状のまま進
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行した場合に，世界の未来が如何になるかを予見できる鏡がほしい。そしてこれらは，現代の高度な科学技
術を基礎として創られると思う。私は，多くの若い人々がこの課題に挑みこの鏡を眺めることにより人類が
未来を知り，その反省によって世界が永遠の平和と繁栄を手にすることを期待するものである .

( 昭和

62 年 1 月 20 日 )

刊行のことば
テレビジョン放送が開始されてから三十数年になるが，その聞のテレビジョンの普及浸透はめざましく，生
まれた時からテレビジョンを見て育った国民が大多数を占める今日では，テレビ放送のなかった時代の生活
は想像もできないであろう .
最近は本格的な情報化社会の到来によって，ブラウン管の映像を利用したニューメディアが続々と登場して
いる。すなわち，テレビジョン電波を利用した文字多重放送や衛星放送，電話線や専用線によるキャプテン
システムや CATV また，ビデオテープやビデオディスクなどのパッケージ映像などがあり，今後社会生活
に及ぼすその影響は計り知ることができない。
これら各種のニューメディアはすべてテレビジョン技術を基本として開発されたものである . 今日わが国は
エレクトロニクスならびにこれらニューメディアを含めたテレビジョン産業について，世界無比の実力をも
つまでに成長し，自動車産業などとともに欧米諸国から経済摩擦の元凶の一つに挙げられて警戒されるまで
になっている。
わが国のテレビジョンは衆知のように，高柳健次郎先生が生みの親である。先生は浜松高工において大正
13 年 (1924) に研究を始められ，他に先駆けた独創的な発明考案によって昭和の初期に浜松高工テレビジョ
ン方式を確立されたが，これを戦前，NHK が採用して今日に至っているのである。
これらのテレビジョン技術に関する先生の業績については，テレビジョン学会編の「テレビジョン技術史」
その他の文献や，高柳先生の自伝的の著書「テレビ事始」などに記載されているが，先生の研究業績につい
ては，いずれも断片的で系統だって記述したものがない。特に日本のテレビジョン草創期である浜松高工に
おける先生の研究業績については，戦災の被害などもあって実際の資料や文献記録なども少なく，また，半
世紀以上も経過しているので，高柳先生のいろいろな研究の苦労話や隠れた裏話などを知っている関係者も，
歳月の経過とともに少なくなり，またその記憶も稀薄になって失なわれてしまう恐れがある。事実，現在，
静岡大学の関係者や学生で，高柳先生が同校で当時どんな苦しい情況の中でテレビジョンの研究をされてい
たか理解している者がほとんどいないと歎かれている。
たまたま，浜松高工の電視研究室時代に高柳先生から直接御指導をいただいた当時の研究助手達の集りの会
があった際，このことが話題になった。その結果，高柳先生が初めてテレビジョンの研究を始められた浜松
高工時代における先生のテレビジョン研究業績を主眼として，なるべく早い時期に関係資料を収集整理し，
表題を「静岡大学テレビジョン技術史 J として一冊の書物にまとめ，自分達の手で先生の偉業を明確にして
後世に残そうということになった。なお，本書の企画中に高柳先生が栄誉ある文化勲章を受章されたので，
本書の副題として「高柳健次郎先生文化勲章受章記念」と付記することにした。

− 336 −

高柳先生のテレビジョンに関する研究はこれを大別して，浜松高工時代 .NHK 時代，日本ビクター ( 株 ) 時
代の三つに分けることができる。浜松高工時代は，わが国のテレビジョン技術の創始期であり，折衷方式か
ら研究を始めて理想とする全電子方式を確立された。次いで .NHK に移ってからは主としてその実用化につ
いて研究し，ほとんど完成の域に達したが，第二次大戦のために研究が中断されてしまった。先生は戦後日
本ビクター ( 株 ) に移られてからは主として VTR などのビデオ機器の研究開発を指導された。
一方，先生は NHK に移られた後も浜松高工の教授として，存続された電視研究室の研究指導を継続された。
高柳先生の研究の伝統がその後も電視研究室に引継がれて，卓越した研究成果を挙げ，これが認められて，
工学部付属電子工学研究施設を経て静岡大学付置電子工学研究所に昇格し，現在に至っている。
さて，本書の構成は，高柳先生の浜松高工時代におけるテレビジョン研究の創始期における業績や，当時の
情況に主眼をおき，できる限り当時の資料を用いて詳細に記述するように心掛けた . なお，学術的な詳細な
研究記録については発表された文献に譲ることにした。
静岡大学関係については，その前身である浜松高工，浜松工専時代を通じて，電視研究室の再出発以来の詳
細な業績記録などは，残念ながら戦災ですべて焼失し，僅かに当時のガリ版刷の研究報告書などが数部残存
するのみである。また，その後，研究室は研究施設となり静岡大学に所属したが，工学部付属であったため，
研究施設の業績としてまとめられたものはない。このような事情はあるが電子工学研究所が設立された昭和
40 年頃までの主要研究事項については可能なかぎり調査して記載した。しかし，研究所となった昭和 40 年
以降については，毎年刊行される研究報告書および「静岡大学電子工学研究所十年の軌跡」に記録されてい
るので本書では割愛し研究所の概要について述べるに止めた。
また，高柳先生が NHK および日本ビクター ( 株 ) に移られてから挙げられたテレビジョン技術の研究業績
については，各種の文献などに記載されたものなどが多数現存しているので簡略化した。なお，本史には多
くの関係者による座談会や関連のある囲み記事などを多数採り入れて，本文では記述できなかった当時の社
会状況や隠された裏話，苦心談などを紹介するように努めた。
本史の刊行はいろいろな事情によって当初の予定よりも大変遅れたが，本史出版にあたり，原稿執筆者およ
び座談会に出席された多くの方々，並びに貴重な資料を提供して下さった方々に厚く謝意を表する . 本史出
版によってわれわれの当初の目的が達せられれば誠に幸甚である。
高柳先生は近来益々御健勝で，本日満八十八歳の米寿を迎えられる。お祝い申し上げるとともに，今後とも
先生の御長寿を心から御祈念申し上げる。
昭和 62 年 1 月 20 日

編輯委員会
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山田

雅美

平成７－８年学外評価報告書の刊行に際して

静岡大学電子工学研究所では，その研究組織を平成元年 4 月に，それまでの 9 小部門制から 3 大部門制に改
組しました。平成 7 年度で 7 年が経過することになります。そこで，本研究所では学外評価を実施し，研究・
教育活動について学外の有識者による点検・評価をいただき，今後の運営に資することといたしました。平
成 7 年は，本研究所が創立されて 30 年の節目に当たり，歴史を振り返り，現状を点検・評価し，明日への
気持ちを新たにするのに適当な時期に当たります。
平成 7 年 1 月 5 日に開催した所内自己評価検討委員会において，学外評価について検討を開始してから平成
8 年 2 月の「静岡大学電子工学研究所学外評価報告書」の刊行に至るまでの経過は下記のとおりです。
学外評価の経過

平成 7 年 1 月 5 日

自己評価検討委員会
学外評価について検討を開始

平成 7 年 1 月 17 日

教授会
学外評価を平成 7 年度に実施することを決定
自己評価検討委員会を中心に学外評価項目の内容及び実施方法について検討し原
案作成

平成下年 2 月 8 日

臨時教授会
学外評価に関する原案を承認

平成 7 年 2 月 20 日

植之原道行氏の委員長就任が内定
「静岡大学電子工学研究所学外評価委員会」の委員候補者名簿を作成

平成 7 年 2 月−４月

池上徹彦氏、泉武博氏，末松安晴氏，西永領氏，平木昭夫氏，晝馬輝夫氏，宮本
信雄氏の委員就任内定。学外評価項目の内容及び実施方法に関する原案について
検討

平成 7 年 3 月−６月

自己評価検討委員会
学外評価委員会委員の助言により，原案をー部修正し，学外評価項目の内容及び
実施方法等を最終決定

平成 7 年 3 月 28 日

正式に各氏に委員を委嘱

平成 7 年 5 月 22 日

教授会
「静岡大学電子工学研究所学外評価委員会要項」を承認

平成 7 年 6 月 12 日

日本放送協会放送技術研究所長が泉武博氏から西澤台次氏に交替したため，西澤
台次氏に委員を委嘱

平成 7 年 7 月 31 日

評価項目に関する資料を各委員に送付

平成 7 年 9 月 12 日

評価項目に関する追加資料を各委員に送付
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平成 7 年 11 月 2 日

学外評価委員会を開催
全教授による研究内容・成果の概要説明と質疑応答，所内の実地視察評価委員会
( 場所 : 電子工学研究所長室〉。委員による評価の検討と質疑

平成 7 年 11 月 8 日

11 月 2 日に日程上の都合で出席できなかった委

及び 11 月 13 日

員による学外評価委員会を 8 日と 13 日に開催

平成 7 年 11 月 8 日

全教授による研究内容 ? 成果の概要説明と質疑応答，所内の実地視察

平成 7 年 11 月 13 日

評価委員会 ( 場所 : 日本電気株式会社本社役員応接室 )
委員による評価の検討と質疑

平成 7 年 11 月 20 日

評価について各委員からの回答を集計

平成 7 年 11 月 20 日

学外評価委員による評価及び「静岡大学電子工

―12 月 12 日

学研究所学外評価と提言」原稿の作成

平成 8 年 2 月 1 日

自己評価検討委員会
「静岡大学電子工学研究所学外評価報告書」の検討

平成 8 年 2 月 7 日

「静岡大学電子工学研究所学外評価報告書」を臨時教授会に報告

近年著しく広い領域に展開している電子工学の中で，本研究所は光に関連する電子工学の基盤技術を推進す
る役割を担うものであるとの認識にたち，
「イメージングとセンシング」を標榜しつつ研究を展開してきま
した。この役割を研究所としてどのように果たしてきたかを評価していただき，そしてこれから将来に向け
て本研究所が歩もうとしている方向を第三者の視点でさまざまな角度から点検して下さるようにお願いしま
した。
評価資料は，委員のご意見に従い，評価項目ごとにできる限りまとめるように努め，次の 5 項目としました。
1 . 研究活動について
2. 社会に対する役割
3. 国際交流について
4. 教育活動について
5. 将来構想について
幸いなことに，電子工学の研究開発に関して，我が国だけにとどまらず世界的に指導的な役割を果たしてお
られる 8 人の先生方が，学外評価委員を引き受けて下さいました。評価の過程でいただいたご意見，評価報
告書に含まれているご批判や提言は，必ずしも本研究所にとって響きの良いものばかりではありませんが，
今後の本研、究所の運営に当たって肝に銘じなければならない貴重なものばかりであります。
ご提言に基づいて長期研究計画を策定すべく，早速所内で検討を開始しました。本研所は，光技術，応用シ
ステム研究を強化することを柱として，光関連電子科学基盤技術の研究開発を推進する任務を担うべきであ
ると考えでおります。研究遂行にあたって，産業界，社会の中に埋もれている生きたニーズから基礎研究の
種を掘り起こし，新しい産業の創出に貢献するような革新的な成果を産むリスクの大きい研究に挑戦する所
存であります。このような基本方針に従い，地域との連携，国際交流の強化を図りつつ，研究の一層の推進
と研究者の養成に所員全員が努力を傾注する決意であります。
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最後になりましたが，ご多忙であるにもかかわらず学外評価委員を快くお引き受け下さいました委員の方々
に，心から厚く御礼申し上げます。とりわけ，委員長の植之原道行先生には，評価作業の準備段階から報告
書の取りまとめまで大変なご苦労をおかけいたしました。重ねてお礼申し上げます。

平成 8 年 1 月
静岡大学電子工学研究所長
水品静夫

静岡大学電子工学研究所学外評価と提言
平成 7 年 12 月

学外評価委員会委員

委員長

植之原道行

日本電気株式会社特別顧問
元大学審議会委員

委員

池上徹彦

日本電信電話株式会社
基礎技術総合研究所長

委員

末松安晴

通商産業省工業技術院産業技術融合領域研究所長
前東京工業大学長

委員

西澤台次

日本放送協会放送技術研究所長

委員

西永

東京大学大学院工学系研究科・工学部電子工学専攻教授

委員

平木昭夫

大阪大学工学部電気工学科教授

委員

晝馬輝夫

浜松ホトニクス株式会社代表取締役社長

委員

宮本信雄

東北大学電気通信研究所長

頌

まえがき
周到に準備された評価資料と研究所現地訪問，委員相互による意見交換と委員個人による評価表の提出に
よって，慎重かつ公平に学外評価が行われた。
自己評価的な評価資料の準備と研究所長の事前説明については，各委員から努力に対して高い評価が表明さ
れた。ある委員からは，事前の準備で，自己評価の 6 割以上の成果が得られたであろうとの評価がなされた。
しかしながら，資料の整備については未だ改善の余地があり，特に研究業績の例としての学術論文や国際協
力に関する資料の作成には大幅な改善が必要であるとの意見が述べられた。
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研究活動
その規模と予算規模からすれば，国内大学の平均よりは遥かに活発で優れた成果を挙げている。しかし，国
際的に COE を目指すには格段の環境整備と努力が必要で、ある。国際的な優れた成果もあるが，過去から
の個別の研究を延々と継続していると思われるものもあり，革新的な成果を産む可能性のあるリスクの大き
い研究への挑戦が不足しているように思われる。また，学問的に深い基礎研究や産業技術の基礎となる，例
えば光の本質や光と物質の関連についての基礎研究が不足しているように思われる。科学研究費の活用に積
極性が足りないのではないか。
これらの問題は，研究所の運営と密接な相関がある。研究所長の努力にもかかわらず，未だ部門のみでなく
分野においても，研究活動は勿論，特に人事の面で縦割りの閉鎖性が残っており，大部門制のメリッドが生
きていない。小規模で地方大学の研究所としては，その特長を出すための長期目標の明確化と地域企業との
協力による教育研究の推進が必要である。国立大学としての各種制約があることは理解できるが，現状は努
力が不足しているように感じられる。

社会貢献
他大学や研究所と比べると，比較的に活発に行われている方であるが，' 設立初期の地域産業との密接な協
力のもとに，光関連技術で特長ある成果を挙げるという目的が希薄となっているのではないか。現在の日本
の大学に共通の問題であるが，社会のニーズに対する配慮が不足しており，応用を念頭においた基礎研究が
活発に行われているようには思われない。

国際交流
外国人客員教授のポストは有効に活用されており，また共同研究件数も多い。日頃の外国人研究者との密接
な交流の結果として高く評価できる。しかしながら，その成果については資料不足で十分な評価はできなかっ
た。またグループと担当者が限定されており，成果と交流の相関性が感じられないでもない。若い研究者の
国際交流が不足しているように思う。また外国人研究者の滞在期間が短いし，外国人留学生の数も必ずしも
多いとはいえない。

教育活動
小さな研究所として，教育は良く行われている。博士課程学生数も教官数とバランスが比較的によくとれて
いる。多くの大学で博士後期学生に占める留学生比率が高いなかで，留学生比率が低いことは，いろいろな
努力を多とするが，もう少し留学生比率が高くてもよいのではないか。産業や海外との交流を促進し，幅広
い人材の育成とアメリカの大学のように即戦力となる学生の教育に更なる考慮がほしい。

将来計画
研究活動の評価で指摘された問題を改善していくためにも，現在検討されている将来計画については，殆ど
の委員が高い支持を表明された。特に光子工学研究センタ - 構想、については，既存の部門 / 分野の研究成
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果と光の本質と光と物質の関連についての研究を基盤として，より深い基礎と広い応用を横断的に協力して
推進する仕組みとして，その実現に大きな期待が表明された。
このセンターの実現に向けての検討の場が，教官一人ひとりが，所長と同じ立場に立って将来構想、を考え
ることになり，また他大学との交流や研究者の異動を推進する契機となるであろう。
ソフトウエア関連の研究強化は，今後，科学技術においてソフトウエアの果たす役割がますます増大し，フィ
ジカルサイエンスの人材需要が減少傾向にあるなかで，大変重要な計画である。しかし，限られた人員と規
模の中で，どのように研究を拡大するかについては，大学内の他部門との連携を含めて十分な検討が必要で
あろう。ソフトウエアそのものの基礎研究から始めるのではなく，現在の研究の応用の幅を拡大するための
ソフトウエアの研究活動を，他部門との連携のもとに逐次推進するという所長の構想、は支持された。

COE を目指せ
委員の全てが，研究所の独特な設立の主旨と輝かしい歴史的な成果を維持発展させ，世界の光関連の COE
となるべく活躍されることを強く期待し，その実現のためにあらゆる努力を，所長を中心として全所員が傾
注されることを望んでいる。そのために，次のような提言をする。
1.

研究所の特長を出すために，長期研究方針を確立し，大きな夢の実現のためば，横断的に交流し協力

して，画期的な研究を推進し，素晴らしい人材を育成してほしい。そのためには，確実に役に立つ研究だけ
でなく，若い研究者に，リスクの大きな研究に挑戦できる環境を整備されたい。
2.

限られた学界の中からだけ研究課題を求めるのではなく，産業界，社会の中に埋もれている生きたニー

ズから、教育研究に貴重な基礎研究の種を発掘して研究し，その成果は広く社会に貢献するような研究所に
なってほしい。
3.

その意味で，光子工学研究センターの実現のために努力してほしい。また光技術，応用システムの強

化のためのソフトウエア研究の推進は，十分に検討を重ねて着実に実行してほしい。
4.

研究資源と環境は，更に改善する必要があるので，あらゆる努力を傾注して，研究費や施設費の確保

に努力されたい。特に科学研究費の獲得率は低いので，改善に努力されたい。
5.

国際交流を更に推進し，国際貢献をするとともに，日本人学生の独創性，国際性の向上に資してほし

い。そのためにより高く評価される研究成果を挙げ，自ら優秀な留学生や研究者が集う COE となってほしい。

全般にわたるご意見
( 1 ) 自己評価に関して言えば，既に文部省が目指している効果の 6 割以上は達成できたと思う。準備の過程
からお話を伺ってきたが，これほと、プロダクテイブに自己点検を進めた大学はこれまでに聞いていない。
ひとつの理由は，組織単位が評価に適切であったのかもしれない。
今後のアクショシとして，博士課程の学生を含め若い層をどれだけ主役プランナーとしていくかの具体策を
教育レベルで考える必要があろう。
(2) 当研究所では研究が活発に進められ，優れた研究成果が挙げられていると判断される。そして，テレビジョ
ン技術の研究開発に先駆的な研究が行われた伝統ある研究所が、イメージング及びセンシングの研究拠点を
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目指してソフトウエア関連の研究部門を新設しながら研究分野を再編成し，将来に向けて特徴ある研究所構
築の理念を押し進めるのは時宜にかなっていると考えられ，賛意を表したい。しかし，そのためには，これ
までの各個研究に陥りやすい研究部門聞の垣根を下げ，研究所として乏しかった一貫した方向性を打ち出し
て，所期の目的を達成するには，所長などの指導層がよほどのリーダ - シップを発揮しうるよう環境整備す
ることが前提となることを付記したい。

静岡大学電子工学研究所

平成８年学外評価

評価委員会委員長

植之原道行

日本電気株式会社特別顧問

委員

池上徹彦

NTT アドバンステクノロジ株式会社
代表取締役社長

委員

末松安晴

通商産業省工業技術院
産業技術融合領域研究所長

委員

沢田康次

東北大学電気通信研究所長

委員

西澤台次

日本放送協会放送技術研究所長

委員

西永

東京大学大学院工学系研究科教授

委員

平木昭夫

大阪大学名誉教授

委員

晝馬輝夫

浜松ホトニクス株式会社

頌

代表取締役社長
委員

宮本信雄

東北学院大学工学部教授

評価と提言
平成 7 年度に、本委員会は静岡大学電子工学研究所の運営に関して点検・評価を行い、その一層の活性化を
図るための提言を行い、その柱を「光の本質や光と物質の関連分野における研究を基盤とし、より深い基礎
と広い応用研究を展開する」とした。そして、1 年後に再び評価委員会を開催して改善状況をみることとした。
平成 8 年度静岡大学電子工学研究所学外評価委員会を平成 8 年 11 月 22 日と 12 月 6 日に開催した。
予め用意された「静岡大学電子工学研究所学外評価資料」及び学外評価委員会当日の説明を通して、新しい
テーマが出てきており、この 1 年間、議論されて意識改革が進んだとの強い印象を受けた。その意味で、学
外評価の効果があったと認められる。研究活動について言えば、昨年に比べて、特徴のある研究が格段にはっ
きりと見え、多くの課題で過去 1 年間に成果を挙げていることが認められた。そして、幾つかのユニークな
研究が外国との共同研究に発展していることが高く評価された。
このように、個々の研究課題では高いレベルの研究活動が展開され、成果を挙げているが、しかし、研究は
個人あるいは小人数の研究分野単位で行われており、大型の研究テーマをグループで強力に推進する体制が
十分整備されているとは言えない。
優れた大型研究テーマを掲げ、力を合わせて個々の独創的研究を高度に発展させるような研究を推進するこ
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とが、研究所の運営にとって今後ますます重要となることを指摘したい。広く社会の基本的な問題に目を向
け、その中から研究テーマを掘り起こし、研究活動の柱となるような大きく優れた研究テーマを所長のリー
ダーシップのもとに創出し、多くの所員が積極的に参加する形で具体的なプロジェクトを形成し、実行に移
して行く必要がある。同時に、国内外の研究者・研究機関との研究協力をこれまで以上に推進することが、
他所には無いユニークな研究を展開すること及びインパクトの大きな研究成果に繋がることも指摘したい。
高い目標に向かつて力を結集し、社会的インパクトの大きな研究成果を挙げることを期待して、提言とする。
平成 9 年 3 月
静岡大学電子工学研究所

学外評価委員会委員長

植之原道行

静岡大学電子工学研究所学外評価委員会概要
日

程

開催日 : 平成 8 年 11 月 22 日 ( 金 )
出席者 : 委員長
委員

植之原道行

沢田康次、西澤台次、平木昭夫、宮本信雄

開催日 : 平成 8 年 12 月 6 日 ( 金 )
出席者 : 委員長
委員

植之原道行

末松安晴、西永煩、晝馬輝夫

欠席者 : 委員

池上徹彦 ( 文部省関係委員会のため欠席 )

場所 ( 両日 ) ：

静岡大学電子工学研究所長室

陪席 ( 両日 )：水品静夫

電子工学研究所長、安藤隆男

大学院電子科学研究科長

時間 ( 両日 )：所長説明

13: 30

～

13: 55

電子材料部門説明 ( 長村教授 )

13: 55

～

14: 20

電子デバイス部門説明 ( 皆方教授 )

14: 20

～

14: 50

電子システム部門説明 ( 山口教授 )

14: 50

～

15: 10

学外評価委員会

15: 20

～

17: 10

所長説明
予め用意された資料に基づいて、昨年の評価委員会以降の研究所運営に関する全般的な経過についての説明
があった。殊に、科学研究費補助金の採択率が、平成 7 年度 44.1% (39.3%) 、平成 8 年度 45.5% (33.3%) と全
国平均 ( 括弧内数字 ) を上回る状況に改善されたことが報告された。
次いで、電子システム部門で実施された助手人事及び電子システム部門教授公募に関連した選考の途中経過
についての報告があった。
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（平成 10 年度静岡大学電子工学研究所外部評価資料集）

MATERIAS
for
EXTERNAL EVALUATION

Research Institute of Electronics
Shizuoka University
Hamamatsu 432-8011, Japan
(November, 1998)
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PREFACE
Masashi Kumagawa
Director
Research Institute of Electronics
Shizuoka University
(September 28, 1998)

Research Institute of Electronics (RIE) was raised to the status of institute from a research facility
affiliated with the Faculty of Engineering on April 1，1965. The purpose of establishment was to research
deeply the scientific principles in electronic engineering. RIE started with six departments of ”Electronic
Physics”，“Semiconductors"，”Vacuum Tubes"，”Circuits"，”Microwave" ，and “Materials". Later，three
departments namely “Electronic Measurement"，”Applied Solid State Physics"，and “Interface Processes"
were supplemented till 1981.
In order to respond quickly to the social needs and also to play an even more important role in the
evolution of electronic science and technology，the substance of research works done in each department
was inquired，and as a result the reorganization to three large departments from nine small ones was
made in 1989.They are “Electronic materials"，“Electronic devices"，and “Electronic systems"，each
composing four laboratories. In addition to them，a laboratory for the visiting professor from overseas is
also prepared to promote international exchange programs and collaborations.
The main research field which should be advanced in RIE is consented to be “Imaging and Sensing".
Therefore，almost all the research works are more or less related to the main subject.
For the first time，in November of 1995 after 6 years from the latest reorganization，we asked men of
learning and experience to evaluate the research and educational activities of all the members of research
staff in RIE. The appraisers were eight in number，consisting of directors of university and ministry
institutes，and presidents of academic societies and electronic companies.
The second external evaluation was made on November 22 and December 6，1996. The appraisers
were the same members as those in 1995，and further a director of university institute was added as
a new member. After obtaining the indications concerning three valuation of 1995，we made the best
efforts to Progress. Consequently，the following criticism and comments were indicated in 1996. These
were written in Japanese and concluded by Dr. Michiyuki Uenohara，Head of Committee of External
Evaluation.
In 1995，the committee of external evaluation performed the evaluation for the organization and
management of Research Institute of Electronics，Shizuoka University，and reported several important
comments，in which the main subject at RIE is expected to be to develop deeply basic research and
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widely application-rich research under the basis of the research work related to the true nature of photon
itself and/or to the inter-relation between photon and materials. At this time，the committee members
had confirmed to evaluate again the research at RIE，essentially to know how RIE has improved
following our previous comments.
The committee of the second external evaluation was held to check the improved situation of RIE on
November 22 and also December 6，1996.
Through “The Second Materials for External Evaluation" arranged preliminarily and the explanation
on the occasion，we had a strong impression in which consciousness of the research staffs at RIE was
evolved rapidly during this one year. It is recognized that the performance of external evaluation gave a
worthwhile influence to the research staffs at RIE.
Speaking about the research activity for example，we could say that characteristic research work was
advanced and better results were obtained compared with those last year. Further，we would like to
place a high value on those several unique researches which enlarged to the collaborations with foreign
countries.
As noticed in previous paragraph，activities in each research project were advanced at higher level and
consequently the superior results were achieved，but it is a present situation that these research works
were proceeded by a small group and/or in the laboratory. The arrangement to research system，which
let a very big program be developed powerfully with many staffs，was not done adequately. We want to
point out the following things;
It is very important for the future management of RIE to shed light on the superior and big research
programs and to advance them at a high level and with the original viewpoint. Therefore，it is needed
to look into the basic problems present in the society，pick the research subjects up，create the main
subject，form the concrete project to which many research staffs can join positively，and execution of
the project perfectly.
At the same time，the following understanding is also requested;
It brings the high-impact research results for the staffs to advance collaboration with scientists and/or
research organizations inside and outside Japan and to perform the unique program never done in other
institutes.
Finally，we hope RIE will focus the research power to the high targets and achieve the socially-impact
rich results.
Standing on the criticism and comments，the research staffs at RIE went ahead so as to achieve the
research purposes during last two years.
Though we have many matters which are improved，it is impossible to do wide-ranging research
works because of a small-scale institute. However，the collaborative research program spread over both
science and engineering is one of very important works to be advanced. This connects，as a necessary
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consequence，the research topics on the true nature of photon itself and/or to the inter-relation between
photon and materials.
At present most of RIE research staffs are doing the collaborative programs with groups inside and
outside Japan. Further，in order to frame steadily and advance certainly the global research works，
the evaluation which is viewed from the outside of Japan is indispensable. So，we planned to entrust an
evaluation for RIE to foreign scientists as a third party.
We would like the appraisers to examine collaborative programs in addition to the basic research
programs made in each laboratory in three Divisions，from the viewpoints that: 1) The purpose of the
research programs is strongly and deeply concerned to the social needs and/or the practical application
of scientific principles or not，2) The content of research programs is rich impact on other research
projects or not，3) The research programs are performed efficiently considering the amount of fund and
the number of scientists or not，4) The research programs are carried out on a global standpoint or not，
etc.
The following materials are prepared so that the external evaluation can be made in fine style. 1)
Chronological record of RIE，2)Organization chart，3) Number of staffs，4) Number of scientists and
students，5) Name of research staffs，6) Budgets of last five years，7) Building of RIE，8) Record
of councils and committees concerning the external evaluation，9) List of doctor theses given under
supervisions of RIE professors. The doctor theses are listed to indicate the contributions to the education
in the graduate course. 10) Details on the programs of basic researches and collaborations.
Finally，we would like to express our gratitude to Professor Bruce A. Joyce，Director of
Interdisciplinary Research Center for Semiconductor Materials，University of London，England
Professor Kenneth Laurence DeVries，Dean of the Faculty of Engineering，University of Utah，USA，
and Professor Michael Miller，Dean of the Faculty of Engineering，University of Victoria，Canada
for accepting the appraiser on the external evaluation of Research Institute of Electronics，Shizuoka
University.

DETALS ON EXTERNAL EVALUATION

APPRAISERS (Alphabetical order)
Professor Bruce A. Joyce
Director of Interdisciplinary Research Centre For Semiconductor Materials University of London England
Professor Kenneth Laurence DeVries
Dean of the Faculty of Engineering, University of Utah，USA
Professor Michael Miller
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Dean of the Faculty of Engineering, University of Victoria，Canada

ORGANIZATION EVALUATED
Research Institute of Electronics，Shizuoka University
(Johoku 3-5-1，Hamamatsu，Shizuoka, 432-8011，Japan)

SUBJECT OF EVALUATION
Research activities concerning joint research programs

TIME SCHEDULE
December 8，1998 (Tuesday)
9:30 - 10:30

Introduction of faculty members

Explanation of Research Institute of Electronics，Shizuoka University
10:30 - 12:30 Laboratory tour in Institute
Explanation of research facilities and presentation of research projects，etc.
(Elec. Matr. Div.(4 Labs.): Each 25 min)
12:30 - 13:30

Lunch

13:30 - 15:30

Explanation of research facilities and presentation of research projects，etc.

(Elec. Dev. Div.(4 Labs.): Each 25 min)
15:30 - 16:00

Coffee break

16:00 - 18:00

Explanation of research facilities and presentation of research projects，etc.

(Elec. Sys. Div.(4 Labs.): Each 25 min)
18:30 -20:30

Evening meal at the restaurant

December 9，1998 (Wednesday)
10:00 - 10:30

Committee of evaluation by appraisers

10:30 - 12:00

Criticism and proposal from appraisers to the faculty members，and exchange of views

12:00 - 13:00

Lunch

13:00 - 17:00

Meeting on the scientific topics

17:00 - 18:30

Rest time

18:30 -20:30

Thanks dinner at the hotel

− 350 −

静岡大学電子工学研究所
平成１４年度－１８年度

研究教育活動に対する自己評価報告書

平成１９年 (2007 年 ) ３月３１日
自己評価報告書作成委員会
福

田

安

生

早

川

泰

弘

三

村

秀

典

原
村

和
上

健

青
古
牧

彦
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木
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田

徹
雅

則

格 （事務長）

静岡大学電子工学研究所の研究教育活動に対する自己点検評価概要

静岡大学電子工学研究所は「光・画像科学」を研究の柱として標榜し、「画像科学の研究拠点」としての
役割を果たすことを目標としている。平成 16 年度に国立大学法人静岡大学電子工学研究所として発足する
にあたり、中期計画を策定し、光・画像科学領域、特に「イメージテクノロジー」に関する先導的研究の展
開を目指すべき研究の方向とした。併せて、｢イメージテクノロジー領域｣、｢ナノテクノロジー領域｣ およ
び ｢学際領域｣ を重点的に取り組む領域と規定し、研究の進展を図ってきた。特記事項としては、静岡大学
21 世紀 COE プログラム「ナノビジョンサイエンスの拠点創成」と文部科学省知的クラスター創成（オプト
ロニクスクラスター）事業が挙げられる。
平成 7 年度、平成 8 年度、平成 10 年度、11 年度と平成 14 年度に本研究所の研究活動や組織運営等に関
して外部評価を実施した。本自己点検評価報告書は、外部評価後の平成 14 年度から 18 年度に至る 5 年間の
電子工学研究所の研究、教育、社会貢献、国際貢献に関する活動を中期計画の項目に沿って自己点検したも
のである。

1. 研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置
全体として、各年度毎に設定した目標を概ね達成しながら、研究を遂行していると判断できる。各研究領
域毎の点検結果を以下に示す。
1.1

イメージテクノロジー領域
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各年度毎の目標を十分達成した。具体的な成果として、①極微弱な光と太陽光のような明るい光が同時に
存在しても、良好な画像が取得できる広ダイナミックレンジイメージセンサー
② 512 画素の高エネルギー電磁波用超解像ライン状イメージングデバイス、及び③近紫外～青色発光を示す
(Sr,Ga,Ba)Cl2:Eu 蛍光体を開発した。
1.2

ナノテクノロジー領域

各年度毎の目標に対し多くの成果が得られた。具体的な成果として、①単電子トンネル動作時の電子の移
動経路を直接観察する極低温プローブ顕微鏡、②液相中で分子細線を単分子レベルで形成する “ 電気化学エ
ピタキシャル重合 ” 法、及び③グラファイトナノ構造からなる深紫外用高輝度電子源を用いたガスの直接励
起による深紫外光源を開発した。
1.3

学際領域

各年度毎の目標に対し研究が着実に進展した。具体的な成果として、①葉緑体から抽出した光合成たんぱ
く質、分子電線、金微粒子、電界効果トランジスタを用いてバイオ光検出器により世界で最初の撮像実験、
及び②脳内温度分布を模擬した温度分布ファントム恒温水槽を用いて、普通の部屋において世界で初めて多
周波マイクロ波ラジオメトリによる無侵襲温度測定に成功した。
以上のように中期目標に掲げた３つの領域において目標どうり或いはそれ以上の成果を挙げていると判断
される。

2. 研究実施体制等の整備に関する目標を達成するための措置
研究実施体制等の整備に関しては、まず、上述の 21 世紀 COE プログラムを遂行するために、所内組織を「ナ
ノビジョン研究推進センター」、「ナノデバイス材料部門」、「新領域創成部門」の 3 大部門（12 分野）、１外
国人客員教授部門に組織変更した。これと並行して、技術職員の資質向上を通じた研究支援体制の整備、若
手研究者の育成、人事の流動化などの、研究機能の強化のための施策も中期計画に沿って進めた。また、各
種外部資金を中期計画以上の額を獲得しており、同時にこれらの研究で得られた成果の社会への還元および
知的財産の活用を促進した。以上のように研究実施体制も着実に整備されている。

3. 社会との連携、国際交流に関する目標を達成するための措置
社会との連携に関しては、産官学の強力な連携体制を築き、「画像科学技術」関連の「知の拠点」を構築
すべく、近隣の大学や企業との共同研究を推進した。さらに、全国第 2 位の成果を挙げたと評価された「浜
松地域知的クラスター（オプトロニクスクラスター）事業」においても研究所は重要な役割を担った。地域
産業界から広く研究員を受け入れるとともに、民間等との共同研究及び受託研究を推進した。
国際交流に関しては、「高柳健次郎記念シンポジウム」、「本学と中国浙江大学との間の国際会議」、「第 12
回固体薄膜と表面に関する国際会議」
及び
「21 世紀 COE プログラム主催国際シンポジウム」
を開催した。
また、
「シリコンナノエレクトロニクス国際研究集会」の運営にも参画した。外国人客員教授、研究員を受け入れ、
国際共同研究や国際学術交流を積極的に推進した。研究所で得られた成果を特許、新聞発表などを通じて公
表することにより、社会にたいして責任を果たしており、中期計画の目標を達成しつつある。今後は、国際
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共同研究と地域との連携を強力に推進し、「画像科学の国際研究拠点」として発展させていく計画である。
以下に中期目標・中期計画と対応しながらこれまでに得られた成果についてより詳く述べる。又、各項目
についての具体的なデータを添付したので詳細はそちらを参照されたい。

1. 組

織

昭和 25 年 3 月

静岡大学工学部附属電子工学研究施設を設置

昭和 40 年 4 月

静岡大学附置研究所（６部門）を設置

平成元年 4 月

9 部門を 3 大部門（１２研究分野）に改組し、外国人客員部門設置

平成 14 年 5 月

3 大部門を 2 大研究部門に改組するとともに、それぞれの部門に基盤研究グルー
プとプロジェクトグループを編成

平成 16 年 4 月

国立大学法人静岡大学電子工学研究所となる

平成 16 年 5 月

2 大研究部門を 1 センター・2 研究部門 ( １２研究分野、１外国人客員部門 ) に改組

平成 19 年 4 月

ナノデバイス作製・評価センター設置
（参考データ：資料 1-1「研究所の沿革」）

2. 中期計画に対する達成度
2.1 研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置
2.1.1 目指すべき研究の方向性
国や地域の科学技術政策における重点項目に深く係わる光・画像科学領域、特に「イメージテクノロジー」
に関する先導的研究を展開し、学術の進展と地域産業の振興に貢献すると共に、大学法人の附置研究所とし
て研究成果を高等教育に反映する。また、他部局との連携により、電子工学をベースとする学際領域の先導
的研究を展開する。

2.1.2 電子工学研究所として重点的に取り組む領域
(i) イメージテクノロジー領域
(A) 次世代機能集積イメージングデバイスの研究開発
(B) 高エネルギー電磁波用固体イメージングデバイスの研究開発
(C) ディジタル画像解析・合成技術の開発
(D) 次世代ディスプレイ用中核技術の開発
(ii) ナノテクノロジー領域
(A) シリコンナノ電子デバイスの研究
(B) ナノ構造創成・観測・分析技術の開発
(C) 微小電子源の開発とその電子デバイスへの展開
(D) その他
(iii) 学際領域
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(A) 生体発光・受光機構に基づく高効率・高輝度発光デバイスの研究開発
(B) イメージング技術の医療及び視覚機能アシストへの応用
(C) その他

2.1.2.1 イメージテクノロジー領域
(A) 次世代機能集積イメージングデバイスの研究開発
目標：
広いダイナミックレンジ、高速、高感度 CMOS イメージセンサ、および３Ｄ画像用 CMOS イメージセン
サの開発・試作を行うと共に、その性能評価を行い、特性改善に努める。これらの成果を基に、埋め込みフォ
トダイオード等の高感度画素形成技術を用いた高感度イメージセンサ、高階調度高速イメージセンサ、高空
間分解能３D 画像用イメージセンサの設計を行う。

成果：
(a) 広ダイナミックレンジイメージセンサ
バースト読み出し複数回露光方式とカラム並列高分解能巡回型 A/D 変換方式の考案に基づき、約 120dB
の線形ダイナミックレンジを持つイメージセンサを試作し、2005 年国際固体回路会議（ISSCC）に採択さ
れ、発表した。開発した A/D 変換器は、イメージセンサのカラムに 640 個実装して並列に動作させるもので、
このようなカラム並列型で、初めて 12 ビット分解能を達成した。極短時間読み出し方式の考案と、A/D 変
換器のノイズ低減によって、ダイナミックレンジを、最終的に 150 ｄ B 以上に高めた。これは、30 万画素
以上の高解像度で線形応答方式のイメージセンサとしては、最も広いダイナミックレンジである。
本研究の成果の事業化を目指し、共同研究先であるヤマハ㈱と静岡大学発ベンチャー㈱ブルックマン・ラ
ボにより、地域新生コンソーシアム「ものづくり革新枠」に採択されて、現在事業化が進められている。
(b) 3 Ｄイメージセンサ
光の飛行時間を用いた CMOS 距離画像センサとして、画素内に背景光で発生する電荷を排出する新しい
構造を用いた距離画像センサを開発した。解像度は、320 × 240 画素と、従来の比べて約 4 倍に解像度を達
成した。距離分解能は、毎秒 30 コマの速度で、約 1.2cm, 平均化処理により毎秒 3 コマとした場合には、約
4mm を達成した。また、背景光による電荷の高い排出効果を確認し、時間領域での背景光キャンセル処理
と組み合わせることで、通常の室内光下での良好な距離画像計測が行えることを確認した。
(c) 高速度イメージセンサ
チャージアンプを用いた高感度グローバル電子シャッタ画素を提案し、これと高速カラム並列 A/D 変換
器を組みこんだ高速デジタルイメージセンサ（25 万画素）を開発した。最高で毎秒 3500 フレームの速度で
撮像できることを示すとともに、チャージアンプ式の電子シャッタ画素により、従来の 2 倍の感度を達成す
るとともに、電子シャッタ動作と高感度特性を両立できることを実証した。
(d) 高感度 CMOS イメージセンサ
フォトンカウンティングレベルの超高感度特性を目指し、CMOS イメージセンサの読み出しノイズの解析
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を進め、極低ノイズの信号読み出し回路を提案するとともに、試作による実証を行っている。2 段構成の高
ゲインノイズキャンセラによって、支配的なノイズ成分であるフリーズノイズのキャンセルが行えることを
解析と実際にプロトタイプの試作により明らかにした。 さらに、フォトンカウンティングレベルにせまる
極低ノイズ読み出し回路として、高ゲインアンプと相関多重サンプリングに基づく信号処理方式を提案し、
等価ノイズ電子数で 0.3 電子という極めて低ノイズの CMOS イメージセンサが実現できることを解析によっ
て示した。現在、試作したプロトタイプイメージセンサの評価を進めているところであり、その結果を踏ま
えて約 100 万画素の高感度 CMOS イメージセンサの設計を進めている。
なお、以上の成果に対し、2006 年６月に、産学官連携推進会議において、産学官連携功労者表彰（文部
科学大臣賞）を受賞している。

（B）高エネルギー電磁波用固体イメージングデバイスの研究開発
目標：
高エネルギー電磁波用イメージングデバイスの高性能化を目指し、素子の試作、性能評価を行う。具体的
には、512 画素の超解像度ライン状イメージングデバイス、および 16 × 16 画素の２次元エネルギー弁別型
イメージングデバイスの開発を目標とする。
併せて、素子の基板として、CdTe 系高品質バルク結晶の成長を行う。特に、高エネルギー電磁波用固体
イメージングデバイス開発に向けて、高品質 CdZnTe の最適結晶成長条件を見出す。

成果：
(a) 512 画素の高エネルギー電磁波用超解像ライン状イメージングデバイスを開発した。この素子により、5
つのエネルギー閾値レベル、かつ X 線管に対応した高入射レート (1Mcps/pixel) を実現した。さらに、8 ×
8 画素の集積型の CdTe 高エネルギー電磁波用検出器を開発・試作し、イメージングデバイスとしての動作
を評価した（素子の作製・評価について、第 20 回「放射線検出器とその応用」（高エネルギー加速器研究機
構、応用物理学会主催）ポスター講演奨励賞を受賞）。
現在、変形配置 512 ピクセルの二次元エネルギー弁別型高エネルギー電磁波用イメージングデバイスを開
発・試作し、基本特性の評価を進めている。
(b) 高抵抗で高品質の CdTe バルク結晶成長用のブリッジマン法装置の作製とアンプル構造の検討を行った
後、CdTe バルク結晶を成長させた。原料を入れる窒化ボロン坩堝の先端角度を 120°と大きくし、830℃で
低温成長させることにより、1010 Ω cm オーダーの高抵抗の CdTe 結晶成長に成功した。この成果に基づき、
バルク結晶の製造方法に関する特許を申請した。
(c) 高エネルギー電磁波用超解像度ライン状イメージングデバイスの応用技術として、この素子を溶液中の
溶質濃度分布の測定に応用する方法を特許申請した。この評価システムでは、例えば NH4Br と水の拡散に
よる濃度変化を測定において、0.2 秒ごとに 300 回測定したときの平均値と測定値の標準偏差は 1% 未満で
あった。
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（C）ディジタル画像解析・合成技術の開発
目標：
開発されたイメージングデバイスを用いて次世代の電子機器、画像機器を実現するための信号処理として、
高速画像圧縮技術、及びデジタル画像解析技術について研究し、画像圧縮機能を備えた超高速イメージセン
サや、磁気パターン計測に基づく超小型高精度ロータリエンコーダの実現を図る。

成果：
高速画像圧縮回路として、4 × 4 点の 2 次元 DCT を基本とする高速度イメージセンサ用画像圧縮アルゴ
リズムに関して考察し、これを 4 ブロック単位とするジグザグスキャンと 1 次元ハフマン符号を用いること
で、高い圧縮効率と、小規模のハードウェアでの実現を両立できることを見出し、実際に 256 × 256 画素に
おいて、16 チャネルの並列画像圧縮回路が高速度イメージセンサ上に実装し、毎秒 10,000 フレームで高速
撮像が行えることを、回路設計及びレイアウト設計によって明らかにした。
磁気トランジスタを 2 次元的に配置し、磁気パターンから永久磁石の回転角を検出することで、小型で高
精度のロータリエンコーダを実現することを目的とし、画像計測の手法を用いた回転角計算アルゴリズム
( 主軸計算、最小二乗法によりゼロクロス点検出 ) を提案し、実際に磁気トランジスタアレイと角度計算回
路を 1 チップに集積した、CMOS スマートロータリエンコーダを開発し、2005 年国際固体回路会議（ISSCC）
に採択され、発表した。
CMOS ロータリエンコーダの成果に対し、2005 年度 ISSCC において Beatrice Winner Award、並びに
2006 年 6 月、第 8 回 LSI IP デザイン・アワードにおいて、IP 優秀賞を受賞した。

（D）次世代ディスプレイ用中核技術の開発
目標：
高精細フラットディスプレイのための高性能蛍光体及び新規発光材料を開発する。さらに、高精細ディス
プレイ用新規発光材料を薄膜化し、開発中のフィールドエミッタと組み合わせて次世代フラットディスプレ
イの基盤技術を確立する。

成果：
(a) 高精細フラットディスプレイのための高性能蛍光体及び新規発光材料の開発
(1) Y2O2S:Eu 赤色蛍光体を、クエン酸ゲル法を応用した液相合成法により作製することにより、既製品と
同等以上の発光輝度を保ちつつ 1 μm 以下の微粒子化に成功し、高精細フラットディスプレイへの応用を
可能とした。
(2) (Sr,Ba)S:Eu 赤色蛍光体の合成時の雰囲気を制御することにより、白色 LED 用途として重要な近紫外線
励起において約 3 倍の発光強度を得ることに成功した。
(3) (Sr,Ba,Ca)Ga2S4:Eu 蛍光体のアルカリ土類金属組成比を制御することにより、広色域ディスプレイ応用の
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ための色度制御が可能であることを示した。また、近紫外線による励起発光も可能であり、照明用途として
も十分な可能性をもつことを明らかにした。
(4) 近紫外～青色発光を示す (Sr,Ca,Ba)Cl2:Eu 蛍光体を新たに開発した。広色域ディスプレイ用の短波長光源
として有望である他、現在、蛍光体の新たな応用として励起光源用蛍光体としての可能性を検討している。
(5) GaN 系材料を蛍光体応用するための基盤技術として、独自に開発中の二段階気相合成における各種パラ
メータ依存性から結晶性の改善を達成すると共に、発光中心不純物の添加手法を考案した。次いで、粒子蛍
光体の特性を飛躍的に向上しうる新しい概念として、ナノ構造埋込蛍光体を提案した。現在、この新蛍光体
を作製するための合成装置を準備中である。

(b) 高精細ディスプレイ用新規薄膜発光材料の開発とデバイス応用
(1) Eu2+ または Ce3+ 付活 SrGa2S4 薄膜蛍光体の作製後、800℃熱処理により飛躍的に高輝度化できることを
見出した（Eu2+ 付活試料において 8000 cd/m2）。さらに望まれる熱処理の低温化を目指し，レーザアニール
を併用するアニール技術を開発した。この手法により、600℃以下のアニール温度により 3000 cd/m2 の輝
度を得ることに成功した。現在、アニール条件の最適化を進めているが、次世代フラットパネルディスプレ
イ実現のための基盤技術として有望であることを示した。
(2) CaS:Cu,F 薄膜蛍光体を用いる薄膜 EL 素子より、青色発光を得ることに始めて成功した。また、母体を
(Sr,Ca)S 混晶化することで波長の制御が可能であることを示した。また、有機金属気相法により、AlN 薄膜
蛍光体の低温作製、広範で精密な特性制御を達成し、これらの結果に基づいて薄膜 EL の試作に成功した。
(3) 高輝度・高性能フラットディスプレイ用新規希土類白色蛍光体とカーボンフィールドエミッタを組み合
わせ、従来得られなかった 40 lm/W 以上の高発光高効率フラットパネルディスプレイおよびフィールドエ
ミッションランプの試作に成功した。

2.1.2.2 ナノテクノロジー領域
(A) シリコンナノ電子デバイスの研究
目標：
高機能画像端末を支える革新的 Si ナノデバイス技術の研究として２次元ドット FET における単電子輸送
の時空間制御と光応用、及び単電子輸送経路の同定と画像化等に関する基礎研究を行う。また、標準的なシ
リコン集積回路プロセスを用いて、ゲート電界誘起のトンネル障壁を有する単電子デバイスを作製する手順
を確立し、単電子転送にもとづく超低消費電力情報処理システムを構築する。

成果：
(a) 2 次元 Si マルチドット FET を作製し、ゲートバイアスの極性により単電子及び単正孔特性を示した。可
視光の分光照射により、個別フォトンの吸収によると思われるランダムテレグラフシグナルが現れることを
見出した。また、ランダムテレグラフシグナルが、光誘起素電荷のドット帯電効果として解釈できることを
明らかにした。光の吸収効率を向上させるため、p-Si/p+-Si を導入してマルチドット FET を作製し、個別フォ
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トンの吸収によると思われる電流ステップが単電子特性中に現れることを見出した。これらの結果は、新し
い光学デバイスの基礎原理として期待できる。
(b) 2 枚の Si 基板を貼り合わせたバイクリスタル FET の直流 I-V 特性を詳細に調べた結果、観察される電
流振動が単電子特性に由来することを明らかにした。これにより、人工的に作製した転位利用のデバイスに
道を開いた。
(c) パルスゲートバイアスにより、ターンスタイル動作（１パルスごとに電子１個を転送する動作）が不均
一多重ドット系で起こることをシミュレーションにより示した。また、不均一マルチドット系でのターンス
タイル動作について、ドット不均一性の効果を明らかにした。Si チャネル中の不純物原子を利用したマル
チドット FET について、高周波電圧特性を測定し、共通単一ゲートへの高周波印加により単電子ポンプ動
作を実験的に示すことに成功した。これらは、単電子輸送の時間制御可能性を示す最初の成果である。
(d) 2 次元マルチドット FET 動作中のチャネル表面を、表面電位顕微鏡（KFM）を用いて観察した。室温
ではあるものの、チャネルの一部を流れるキャリアの画像化に成功した。さらに、不均一マルチドット系に
おいて、印加電圧条件で電子輸送経路が変化することを見出した。輸送経路とドットサイズの関係を見出す
ことが、単電子の空間制御実現につながるため、単電子トンネル動作時の電子の移動経路を直接観察するた
めの極低温 KFM の立ち上げを行った。この装置は、世界に類を見ない、本研究室独自のプローブ顕微鏡で
ある。
(e) ゲート電界で誘起されたトンネル障壁を用いたシリコン単電子デバイスにおいて、障壁容量やクーロン
振動の大きさと障壁コンダクタンスの関係を明らかにした。また、MOSFET による単電子検出感度を評価
するために低周波ノイズスペクトルを測定し、ノイズに与えるチャネル不純物の影響を明らかにした。
(f) ナノギャップ電極を用いた分子デバイスの検討を進め、室温で動作する単電子デバイスを得た。特性を
詳細に解析した結果、単電子帯電効果は主に電極に付随する金属微粒子で生じており、分子はトンネル障壁
として働いていることが判った。分子デバイスと電極間の静電容量を第一原理計算に基づいて正確に予想す
るためにフェルミエネルギー分割法を考案した。電極間隔がナノメータサイズの SrTiO3 平行平板コンデン
サに適用したところ、電極の状態密度と電極間隔の静電シフトを反映した量子効果を静電容量に見出した。

(B) ナノ構造創成・観測・分析技術の開発
目標：
次世代の高性能短波光デバイス、高コヒーレント量子効果レーザ、大容量メモリへの展開と有機分子デバ
イスの作製を目指し、下記の研究を推進する。
(a) 次世代高速量子情報処理並びに高性能短波光デバイスへの展開を目的として、自己組織化 ZnO 系量子
ドットのための混晶材料の検討を行う。また、SiO2/Si 上に基本 ZnO 量子ドットを形成すると共に、CdSe/
ZnSe 系量子ナノ構造の検討も行う。さらに、ZnO ドット /ZnMgO を実現する。併せて高品質化のためのドッ
ト成長条件を明らかにする。
(b) 高コヒーレント量子効果レーザの開発を目標に、InGaAs/GaAs 量子井戸と量子ドットの作成・光学的評
価、GaAs および InGaAs 量子構造光デバイスの試作・評価を行う。
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(c) ペロブスカイト型材料薄膜の光学特性を計測・評価し、次世代大容量メモリへの応用を検討する。TaN
膜を作成し、拡散防止バリア層としての光学的特性を計測・評価する。
(d) 有機分子デバイスを目指した研究の一環として、吸着分子の電子物性を明らかにすると共に、高分子薄
膜の分光特性及び自己組織化分子ドットの電気的特性を明らかにする。また、ナノスケール場での分子薄膜
の光物性、自己組織化単一分子ワイヤの構築等を行う。ナノスケール単分子薄膜の光応答特性及び長い分子
ワイヤの構築に関する研究を展開する。

(a) 次世代の高性能短波光デバイスに関する研究
成果：
(1) RPE-MOCVD 法を用いて酸化物半導体 ZnO 系混晶の検討を行い、可視域から紫外までの発光可能な
薄膜の形成が可能であることを示した。酸化物半導体 ZnO 系ヘテロ構造の薄膜成長を行い、室温で青緑 PL
発光を得た。これは、高性能短波光デバイス実現に向けた成果である。さらに、ZnO ナノドットの透過電
子顕微鏡解析を進め、成長モードの検討を進めている。
(2) p-SiC 基板を用いることで ZnO 系混晶ヘテロ接合を実現し、青、緑、赤の EL 発光を得た。
また、サファイア基板上に ZnCdO ドットを形成し、室温で青紫 PL 発光を得た。さらに、ドット形成の
ための MgZnO 薄膜の表面モホロジー改善の検討を進めている。また、ナノカーボン電極への適用を念頭
に SiC 基板の熱分解によるカーボンナノテューブ (CNT) 形成の検討を始め、還元作用を利用することで
SWCNT を得た。

(b) 高コヒーレント量子効果レーザに関する研究
(1) 現有の連結チャンバー型 MBE 装置を駆使して、InGaAs/GaAs 多重量子井戸の作成・光学的評価、量
子構造の解析・試作を行った。その結果，レーザの効率を決定するフォトルミネッセンス (PL) 強度は、V/
III 比 (V 族と III 族の比 ) に強い相関があり、V/III=3.8 において１に比べて 1000 倍の最大強度を得た。分
子線強度比は、RHEED 振動周期から決定した。純色度を示すスペクトルのピーク値は 14.3eV で FWHM
は 7meV と良好であった。
(2) GaAs 基板上に直径 10 ～ 0.5 μ m の円柱を作製し、その上にピラミッド状の量子ディスク～量子ドッ
トを形成した。PL スペクトルを測定し、多重量子井戸を上回る特性を得た。基板微小円柱は、FE-SEM 描
画装置の導入と、ドライプロセスの採用により直径 400-120 nm を形成できた。これよりコヒーレントレー
ザの基本となる量子ドットの形成が可能となった。
(3) 任意の波長において高いコヒーレント光を発生可能な誘電体光学結晶 LN, LT を用いた SFG, SHG 非線
形光学デバイスの研究を開始した。新しい微小分極反転法を確立し、抵抗率制御結晶を開発した。JST シー
ズ研究支援を得て分極反転応用デバイスを作製している。

(c) 大容量メモリに関する研究
ペロブスカイト型強誘電体材料として、PZT および LNO (LaNiO3) 薄膜を選び、ゾルージェル法で作製し
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た薄膜の光学特性を、分光エリプソメトリ法および反射率分光法で計測し評価した。薄膜はシリコン基板上
に堆積させた Pt 薄膜上にエピタキシャル成長させた。それぞれの薄膜の光学特性、膜厚、表面粗さを計測し、
これらの薄膜を次世代大容量メモリへ応用するための重要な知見を得た。また、Feature size が 45nm 以下
となる次世代 ULSI 作製のためには、熱処理中に Cu 配線から Cu 原子が拡散するのを防止しなくてならない。
TaN および VN 薄膜拡散防止膜を Cu 配線を包むように正確に堆積するために必要な光学特性を得た。

(d) 有機分子デバイスに関する研究
(1) 電気化学的手法を用い、電解質溶液中で単一分子の伝導度、電界（ゲート電圧）効果を計測する方法
を提案し、伝導度の大きなスイッチング効果を観測することに成功した。金基板に形成させた二つのチオー
ル基を持つオリゴチオフェン分子に電解質溶液中で操作型トンネル顕微鏡の探針を接触・引伸することによ
り１個の分子の伝導度とゲート効果を正確に計測した。その結果、正電界を印加することにより単一分子に
ホールが誘起され、伝導度が 50 倍近く増大することが分かった。これは、単一分子の電導性スイッチング
を示した初めての研究である。
(2) 電気化学的手法により液相中で分子細線を単一分子レベルで基板上に形成させる新しい技術 “ 電気化
学エピタキシャル重合 ” を開発した。この技術により、従来の方法では困難であった導電性高分子を１分子
レベルで電極上に方向・長さ・密度・形を制御しながら構築することが初めて可能になった。この成果は、
英科学誌 Nature Materials の News&Views で “ 高分子ナノワイヤアレイ ” として、Nature 誌ハイライト
Nature View に “ 精密配線 ” として、また、朝日新聞などに “ 超極細電線プラスチックで誕生 ” などとして
紹介された。
(3) ２種類の異なる導電性高分子の “ プラスチック電線 ” を１分子レベルで制御し、基板上で連結させる
新技術の開発に世界で初めて成功した。この技術を複数の異なった原料に適用することで従来技術の問題を
克服し、基板上で２種類のプラスチック電線を１分子レベルで形成・連結することに成功した。これまでの
プロセス技術（気相法、固相法）では困難であった、電気的性質の異なる分子を思いのままに制御し、プラ
スチック電線を基板上で大面積に形成させることが可能となった。この成果は朝日新聞など各誌で報道され
た。

(C) 微小電子源の開発とその電子デバイスへの展開
目標：
高精細フラットディスプレイのための高性能蛍光体及び新規発光材料を開発すると共に、１画素が 100 μ
m × 300 μ m、2x2 画像のフォーカス電極付フィールドエミッタを開発・試作する。高精細ディスプレイ
用新規発光材料を薄膜化し、開発中のフィールドエミッタと組み合わせて次世代フラットディスプレイの基
盤技術を確立する。
微小電子源としてのフィールドエミッタに関する基礎研究を行うと共に、マイクロフォーカス X 線管を開
発する。また、深紫外への応用を図るための蛍光体とフィールドエミッタを用いた深紫外用高輝度電子源を
開発する。
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成果：
(1) フォーカス電極付フィールドエミッタを試作し、電子ビームの集束特性を得た。さらに、フォーカスを
掛けても、エミッション電流が下がらない改良型を試作した。現在、3x3 画素のマトリクス駆動用のフィー
ルドエミッタを試作中である。
(2) 高輝度・高性能フラットディスプレイ用新規希土類白色蛍光体とカーボンフィールドエミッタを組み合
わせ、従来得られなかった 40 1 ｍ /W 以上の高発光高効率フラットパネルディスプレイ及びフィールドエ
ミッションランプを試作した。高輝度・高性能フラットディスプレイ用新規希土類白色蛍光体および独自考
案の高効率転写モールド法エミッタが次世代フラットパネルディスプレイに極めて有用であることを示し
た。
(3) 転写モールド法エミッタは Si モールドだけでなく、金属モールドを用いても先鋭で世界最高性能の電界
電子放出特性を持つことを明らかにした。世界で初めて、先端曲率半径を１nm にまで先鋭化したフィール
ドエミッタ及び、それらの先端曲率半径を任意にナノオーダーで制御可能なフィールドエミッタ試作に成功
し、真空ナノデバイス実現の大きな一歩を得た。フィールドエミッタを用いて、従来存在しない、全く新規
の宇宙用ナノデバイスを考案し、宇宙用マイクロ・ナノテクノロジーデバイスの一分野を切り拓いた。
(4) マイクロフォーカス X 線管を試作した。
(5) グラファイトナノ構造やマグネタイトナノ構造からなる微小電子源の特性を測定するとともに、深紫外
用の Ga Ｎナノ構造蛍光体を製作し、強い電子線励起発光を得た。グラファイトナノ構造からなる深紫外用
高輝度電子源を開発し、ガスの直接励起による深紫外光源を開発した。

(D) その他
目標：
(a) 新規に開発した液相成長技術による炭化珪素結晶の電気的特性を評価し、その特長を活かしたデバイス
の展開を図る。
(b) 各種基板（n-, p- 型 Si、Ti、Mo 等）上に導電性ダイヤモンドライクカーボン (DLC) 膜を堆積し、電界電
子放出特性を測定する。併せて、導電性 DLC 膜上に取付けるゲート電極の構造を研究する。
(c) 有機発光素子の開発を目的とし、光増感型デンドリマー（分岐状高分子）を用いて分子内エネルギー移
動による高効率のクロモフォア励起を行い、有機固体型レーザー発振の低しきい値化を目指す。
(d) 有機 - 無機ハイブリッドデバイス作製の基礎技術として、Si 表面と含窒素有機分子との結合様式を走査
トンネル顕微鏡 (STM) や光電子回折 (PED) 等を用いて詳しく調べる。

成果：
(a) 成長結晶が高濃度 p 型であることが判り、p 型オーミックの困難なワイドギャップ半導体フォトニック
デバイスの電極層としての応用実験が進行中である。また、高温環境で動作可能な非金属ショットキー電極
の可能性も検討が進んでいる。
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(b) n- および p- 型 Si 基板上に堆積した DLC 膜の電界電子放出特性について、比較実験をした結果、p-Si 基
板上の DLC 膜の放出閾値電界は n-Si 基板上の DLC 膜の値より大幅に小さく、優れていることを見いだした。
一方、耐熱性 Mo 基板上に堆積した DLC 膜は、p-Si 基板上の膜とほぼ同等の電子放出特性を示したが、基
板表面の凹凸が大きく、p-Si 基板の方が優れていると判断した。現在は、DLC 膜上にゲート電極を取り付
ける方法を検討中である。
(c) 光増感型デンドリマーの分子骨格がエネルギー移動効率に大きく依存することを明らかにした。また、
高分子薄膜中に前述のデンドリマー分子を分散することにより、パルスレーザー励起に伴う発光スペクトル
の先鋭化を観測した。さらに、エネルギー移動効率との相関を見出し、新規有機固体レーザー発振素子に適
した分子構造の知見を得た。
(d) Si(001) 表面上にピラジン (C4H4N2) を吸着させると、ピラジンがシリコン二量体列の列間に架橋するよう
に結合する事を明らかにした。さらにこの吸着構造により、半導体表面上では初めて１次元分子鎖が形成さ
れる事を見いだした。

2.1.2.3 学際領域
(A) 生体発光・受光機構に基づく高効率・高輝度発光デバイスの研究開発
目標：
高効率コンジュゲート光検出デバイス、超解像顕微鏡用チャートの開発と生物発光の電子制御を目指し、
下記の研究を推進する。
(a) バイオエレクトロニクスの研究として、新しい概念の高効率コンジュゲート光検出デバイスの試作と評
価を行い、生物発光とその電子制御に関する基礎研究を行う。
(b) ナノ蛍光発光デバイスの研究の一環として、分解能 100nm の超解像顕微鏡用チャートの開発と DNA、
分子ワイアー等を電子素子とする回路の基礎データの収集を行い、分子素子共振器の開発を目指す。

成果：
(a) バイオエレクトロニクスに関する研究
(1) 文科省科学技術振興調整費 先導的研究プロジェクト、H14 ～ 16 年度（参画機関：東理大・東大・静大・
東工大・産総研）総額 3.6 億円「バイオ共役光受容ナノマテリアルの創生」において、葉緑体から光合成タ
ンパク質 PSI を抽出し、分子電線、金微粒子、FET を接続してバイオ光検出器を創成した。また、光照射
により PS1 から発生した電子が、FET のゲート電圧を大きく変化させることを見出し、世界で最初の撮像
実験を行った。
(2) JST 先端計測分析技術・機器開発プロジェクト、H17 ～ 20 年度 ( 参画機関：東理大・東大・静大・東工大・
産総研 ) 総額 3 億円「高感度・高密度バイオ光受容素子の開発」において、PS1 バイオ FET 光検出器の感
度を向上させ、水中動作 FET 基板上に高密度に集積化し、水墨画の撮像実験により、次世代の高性能バイ
オフォトセンサとしての可能性を実証した。
(b) ナノ蛍光発光デバイスに関する研究
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(1) 有機蛍光色素を含む分子薄膜中に、電子ビーム描画によりナノメートルオーダの微細周期構造を作製
し、解像度評価チャート (110nm)、顕微鏡光学系評価スケール (300nm)、光微細目盛 (500nm) を各々実現した。
(2) 最小間隔 0.5 μ m の「光る目盛」を試作した。発光強度は細胞と同等以上で、均一性も良く、非常に
有効であるとの結論を得た。新蛍光材料である CdSe/ZnS 半導体微粒子を用いてスケールを試作し、退色
耐性が高く、発光色を選択可能な所望の蛍光発光スケールの作製が可能であることを示した。
(3) DNA 螺旋は導電性がなく、カーボンミクロ螺旋が使用可能であり、従来の２倍程度電流が流れる導電
性分子ワイヤーが合成可能であることを確認し、分子素子共振器のグランドデザインを得た。

(B) イメージング技術の医療及び視覚機能アシストへの応用
目標：メディカルエレクトロニクスの研究の一環として、ラジオメトリ重み関数を三次元頭部モデル内部の
電磁界解析を行って求め、脳内温度分布推定システムを構築する。また、簡易型脈波伝播速度計測システム
を構築し、ストレスの客観的評価のための脈波、心電図、腸音、皮膚電気反射、脳波を統合した多項目同時
計測システムを構築する。

成果：
(a) 脳低体温療法用 5 周波マイクロ波ラジオメータシステムにおける受信機部（5 台）の熱絶縁対策を行う
ととともにシステム全体の外来電磁雑音対策を行い、従来の電波暗室（電磁シールドルーム）ではなく普通
の部屋において動作可能なシステムを構築した。また、較正実験用の恒温水槽と循環系及びアンテナ等を製
作し、較正実験を行い各受信機の輝度温度分解能を実測した。
(b) 新生児頭部 MRI 画像を基に皮膚、脂肪、脳脊髄液及び脳実質を有する三次元頭部モデルを作成し、
FDTD 法（有限差分時間領域法）を用いて頭部電磁界分布を計算し、電力吸収分布と 5 台のラジオメータ
受信機に対するラジオメトリ重み関数を決定した。
(c) 脳内温度分布を模擬した温度分布ファントムを恒温水槽、寒天ファントム及びアクリル材料を用いて製
作し、温度分布測定実験を行い、表面から 5 cm の深さにおいて 1.6 K の信頼区間で測定を行い、普通の部
屋において世界で初めて多周波マイクロ波ラジオメトリによる無侵襲温度測定実験に成功した。
(d) ストレス測定用の脈波伝播時間計測装置及び解析プログラムを開発し、精神的及び物理的ストレス下
における脈波伝播時間を測定 ･ 解析する事を可能とした。

(C) その他
目標：
(a) 応力発光材料をねじ締結時の軸力測定に応用するための基礎データを収集する。また、色素増感太陽電
池の高効率化のために、光電極膜及び対向電極膜の検討を行う。
(b) 表面弾性波を用いた微小液滴の平面上における位置制御、及び温度制御と表面プラズマ波の４層構造（誘
電体カバー / 資料 / 金属 / 誘電体基板）導波路の理論解析を行う。
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成果：
(a) ねじ締結時に使用する金属ワッシャ表面に応力発光材料を形成することにより、締結に伴う発光を確認
し、ワッシャに印加される応力が軸力を直接反映しないことを明らかにした。現在、直接反映させるための
測定法の改良ならびにボルト面への形成を検討している。色素増感太陽電池用光電極膜としての SnO2 膜の
利用を検討し、無金属インドリン色素との組み合わせによる可能性を明らかにした。また、対向電極として
Pt 電極に代わるスパッタ法による Cr/Ti/Pt 三層電極を作製し、低抵抗化ならびにコスト削減の可能性を明
らかにした。
(b) 一個の液滴に関する位置制御の基本的な方法、及び加熱・除熱の基本的な方法を確立した。また理論解
析結果を多モードファイバに応用し、表面プラズマ波センサーの測定精度の向上に導いた。

2.1.3 成果の社会への還元に関する具体的な方策
2.1.3.1 広報室を設け、研究内容の透明性を増すと共に、共同研究・技術相談に積極的に応じる。
成果：
研究所のホームページを通じて、最新の研究成果をアピールするとともに、共同研究・技術相談に積極的
に応じている。又、研究所の成果、行事などを随時新聞発表を行っている。

2.1.3.2「浜松地域オプトロニクスクラスター構想」の実現に向けて、文部科学省の知的クラスター創成事業
に取り組む。
成果：
文部科学省知的クラスター創成事業の中間評価で最高クラスのＳ評価を受けた。具体的には、機能集積イ
メージングデバイス開発の分野で 8 社と共同研究を実施し、次世代の医療・産業に貢献するイメージングデ
バイスの開発を進めた。極微弱な光と太陽光のような明るい光が同時に存在しても、良好な画像が取得でき
る広ダイナミックレンジイメージセンサー、光の飛行時間を利用して奥行き方向の情報を取得し、画像を 3
次元化するイメージセンサー、通常の 100 倍以上の高速度で、しかも高い諧調特性をもつ高速度イメージセ
ンサー、カプセルの中にカメラを収めて飲み込むだけで胃腸の検査が可能なカプセル内視鏡用イメージセン
サーの開発を行った。
Ｘ線の画像検出器において従来にない波長識別機能（元素識別機能）を加え、これまでのＸ線画像に波長
情報（元素情報）を加えた新しい概念のイメージイングに道を開いた。

2.1.3.3 文部科学省や経済産業省等の各種事業を活用し、大学主導新産業の創出に貢献する。
成果：
当研究所が開発した高精度 4 ゾーン消光型分光エリプソメトリーを用いて測定した新材料の光学的特性
が、半導体プロセス評価装置を製造販売する民間企業で標準データとして使われており、開発した装置は民
間企業で製造・販売されている。
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当研究所が開発した超高速光変調器は日本ガイシ ( 株 ) との共同研究により試作研究が進展し、近未来の
高密度多重光通信の基幹デバイスとして実用化された。
当研究所が開発したエネルギー弁別型フォトンカウンティング放射線ラインセンサが浜松ホトニクス ( 株 )
より試作され、サンプル出荷を開始した。
国産心臓ペースメーカーの第一号の制御方法として、当研究所が開発したファジイ論理に基づくアルゴリ
ズムが採用された。身体加速度と換気量の二つの生体情報を適切に組み合わせて、スムーズな心拍制御を実
現した。
心臓不整脈の確実な判別にカオス的アプローチを用いた方法を明電舎と共同開発した。
イメージングデバイス開発の研究成果を元に、大学発ベンチャー企業の ( 株 ) ブルックマン・ラボを設立
した。
（参考データ：資料 2-4「研究成果が一般社会に還元（応用）されている事例」）

2.1.3.4 特許を取得して大学シーズの産業への移転を図る。
平成 16 年度 15 件以上、平成 17 年度 15 件以上、平成 18 年度 18 件以上の特許を出願する。
成果：
特許出願件数は、平成 14 年度 19 件、平成 15 年度 32 件、平成 16 年度 18 件、平成 17 年度 26 件、平成 18
年度 22 件であり、取得件数は平成 15 年度 3 件、平成 16 年度 3 件、平成 17 年度 8 件である。特許出願数で
中期目標を達成した。
（参考データ：資料 2-9「特許」）

2.1.3.5 共同研究員、受託研究員を広く受け入れて、社会人技術者の再教育に貢献する。
成果：
共同研究員の受け入れ状況は、平成 14 年度 11 名、平成 15 年度 13 名、平成 16 年度 8 名、平成 17 年度 13
名、平成 18 年度１１名である。
（参考データ：資料 3-2「共同研究員の受入状況」）

2.1.4 研究の水準・成果の検証に関する具体的方策
2.1.4.1 掲載誌のインパクト・ファクタや論文引用指数等によって研究水準を検証する。
インパクト・ファクタの高い雑誌に毎年 30 編以上の論文を投稿する。

成果：
国際学術誌に掲載された論文数は、平成 14 年度 81 件、平成 15 年度 63 件、平成 16 年度 79 件、平成 17
年度 91 件、平成 18 年度 103 件である。また、国際会議議事録に掲載された論文数は、平成 14 年度 147 件、
平成 15 年度 106 件、平成 16 年度 133 件、平成 17 年度 136 件、平成 18 年度 116 件である。中期目標を達成
した。
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（参考データ： 資料 2-7：「国際学術誌に掲載された論文数」
資料 2-8：「国際会議議事録等に掲載された論文数」)

2.1.4.2 研究計画によって潜在性・先見性を検証する。
研究所における研究の潜在性・先見性を検証しながら研究計画を立案し、教育研究特別経費（研究推進）な
ど種々の大型競争資金獲得に向けて努力している。

2.1.4.3 特許の取得・譲渡・実用化によって研究成果を検証する。
成果：
2.1.3.4 [ 特許を取得して大学シーズの産業への移転を図る ] にみられるように、中期目標を上回る成果をあげ、
それらの研究成果を検証している。

2.1.4.4 外部資金・共同研究・委託研究によって研究の先端性・先導性を検証する。
外部導入資金として平成 16 年度４億円、平成 17 年度前年比５％増の４億２千万円、平成 18 年度
４億２千万円を獲得する。
成果：
科学研究費補助金採択状況は、平成 14 年度 20 件、69,530 千円、平成 15 年度 17 件、49,230 千円、平成
16 年度 18 件、78,020 千円、平成 17 年度 19 件、118,620 千円、平成 18 年度 19 件、86,760 千円である。奨学
寄附金・助成金・その他外部資金は平成 14 年度 26 件、155,092 千円、平成 15 年度 27 件、166,136 千円、平
成 16 年度 43 件、223,443 千円、平成 17 年度 36 件、163,557 千円、平成 18 年度 31 件、118,230 千円、であ
る。民間との共同研究は平成 14 年度 21 件、308,779 千円、平成 15 年度 23 件、268,953 千円、平成 16 年度
29 件、259,329 千円、平成 17 年度 32 件、290,556 千円、平成 18 年度 32 件、324,966 千円である。受託研究
は平成 14 年度 8 件、281,734 千円、平成 15 年度 15 件、230,833 千円、平成 16 年度 15 件、258,151 千円、平
成 17 年度 11 件、252,290 千円、平成 18 年度 14 件、233,869 千円である。
総額は、平成 14 年度 :815,135 千円、平成 15 年度 :715,152 千円、平成 16 年度 :818,943 千円、平成 17 年度 :825,023
円、平成 18 年度 763,825 千円である。従って、中期目標を充分に達成している。
（参考データ：資料 2-1：「科学研究費補助金の採択状況」
資料 2-2：「科学研究費補助金採択課題リスト」
資料 3-1：「民間との共同研究」
資料 3-2：「共同研究員の受入状況」
資料 3-3：「受託研究」
資料 3-4：「奨学寄附金・助成金・その他外部資金」）

2.1.4.5 上記項目を評価する客観的基準を設け、検証結果を個々の研究者にフィードバックする。
全学評価会議で現在検討中でほぼ原案が決まり試行期間に入る。この試行を経て正式な基準を作成する予

− 366 −

定である。

2.2 研究実施体制等の整備に関する目標を達成するための措置
2.2.1 適切な研究者等の配置に関する具体的な方策
3.2.1.1 時代に即した研究、画像科学に特化した研究、地域との連携研究、部局横断的学際領域の研究を推
進するために、中期計画期間内に次の 3 つの研究組織に再編する。
「ナノビジョン研究推進センター」、「ナノデバイス・材料部門」、「新領域創生部門」
成果：
平成 16 年に静岡大学提案による 21 世紀 COE プログラム「ナノビジョンサイエンスの拠点創成」を獲
得し、当研究所は研究面における中心的な役割を担っている。このプログラムを遂行するために平成１６年
に所内組織を「ナノビジョン研究推進センター」、「ナノデバイス材料部門」、「新領域創成部門」の 3 大部門
（12 分野）、１外国人客員教授部門に組織変更した。

2.2.1.2 学内の他部局等と共に「自然科学創造研究コンソーシアム」を形成し、学際領域・地域連携研究を企画・
推進する。
成果：
当研究所が中心となり、学内の他部局等と共に 21 世紀 COE プログラム「ナノビジョンサイエンスの
拠点創成」を獲得した。また、文部科学省知的クラスター創成事業の「浜松地域オプトロニクスクラスター
構想」では、他部局や地域の企業と連携し、中間評価で最高クラスの評価を受けた。現在、コンソーシアム
形成に向けて「ナノビジョン研究会」を全国の関連企業を集めて立ち上げている。

2.2.1.3 技術職員の資質向上のための研修制度を設け、研究支援体制を整備する。
成果：
学内外の各種講習会等に参加することを奨励して技術職員の技術向上を図ると共に、各種資格の取得を
通じて研究所の安全衛生管理体制の補強を進めている。さらに学内の技術報告会において、研究支援業務や
技術開発などによって得られた成果、創意工夫を報告した。主な講習会参加者数および資格取得者数は次の
通りである。
機器・分析研修会（平成 16 年度 1 名、平成 17 年度 1 名）
局所排気装置等定期自主検査者養成講習会（平成 16 年度 1 名）
労働安全衛生法に基づく第１種衛生管理者（平成 16 年度 1 名、平成 17 年度 1 名）
作業環境測定士（平成 17 年度 1 名）
（参考データ：資料 2-11：「技術職員の研修会参加状況」）

2.2.2 研究資金の配分システムに関する具体的方策
年度計画・進展状況に合わせて研究費を傾斜配分する。
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成果：
学長裁量競争的資金を若手研究者へ重点的に配分を行った。又、特別教育研究経費（研究推進）を重点的に
クリーンルームの改修、ナノデバイス作製・評価センターの設置に配分した。

2.2.3 研究に必要な設備等の活用・整備に関する具体的方策
学内の他部局等と研究設備の共同利用を促進する。
競争的資金を獲得し、大型研究設備を導入して共同利用を図る。
成果：
ナノデバイス作製・評価センターを設置し、所内の汎用性の高い作製、評価装置を集約することにより、
学内外の共同利用に供している。平成 17 年度と 18 年度に特別教育研究経費として「画像エレクトロニクス
研究創成事業」が採択され、総額 19,700 千円を得た。また、学長競争的配分経費 (II) として「光子・電子の
ナノ領域制御による革新的画像デバイスの研究・開発拠点形成事業」に採択され、総額 10,000 千円を得た。
これらを基に研究所にあるクリーンルーム及びセンターを充実させ、特別教育研究経費（創造科学技術大学
院）により電子描画のスペックとしては現状では最高レベル（最小描画ライン幅が７nm）の電子描画装置
を設置し、共同利用を図っている。

2.2.4 知的財産の創出、取得、管理及び活用に関する具体的方策
特許の取得・譲渡・実用化等、知的財産に対する貢献を高く評価する。
研究所の有する知的財産を、研究所広報室、静岡 TLO 等を通して一般に広く公開する。
成果：
2.1.3.4 で示したように目標数を上回る特許を出願している。研究所で得られて成果を新聞やテレビを通じ
てアピールすると共に、研究で得られた成果を企業と協力して試作品にし、社会へ還元するとともに、ベン
チャー企業も起こした。又、知的財産を静岡 TLO などをとうして活用している。
（参考データ：資料 2-9：「特許」、資料 3-6：「新聞発表」、資料 3-7：「テレビ放送」
）

2.2.5 研究活動の評価及び評価結果を質の向上につなげるための具体的方策
全学と連携し、研究活動の客観的検証・評価を定期的に行い、公表する。評価結果を活性化及び人事に反
映し、適材適所を図る
成果：
研究活動の客観的検証・評価を行うための基準を全学評価会議で検討し、原案が完成した。この原案を試
行し、研究所独自の観点から修正することにより研究所における研究活動の評価基準を構築する予定である。
これまでに人事の流動化、適材適所を図るため、平成 14 年度新規採用の教員から 5 年任期の任期制を導入
した。教授、助教授は再任が 2 回、助手は再任が 1 回である。既に助手の再任を検討するために「再任委員会」
（委員長：所長、委員：所内３名、学内１名、学外１名）を立ち上げ、研究・教育実績を詳細に評価した結果、
助手１名の再任を決定した。
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（参考データ：資料 1-4：「教員の流動状況」、資料 1-5：「教員の任期制導入状況」
資料 1-6：「静岡大学電子工学研究所における教員の再任審査に関する内規」)

2.2.6 全国共同研究、学内共同研究等に関する具体的方策
画像科学に関する学会及び研究機関との連携を密にし、
「イメージテクノロジー」分野の共同利用研究所
を目指す。
成果：
「ナノビジョン研究会」を立ち上げ産学官の連携を密にした。又、ナノビジョンに関する国際シンポジウ
ムを毎年開催し、「イメージテクノロジー」分野の中心的研究所を目指している。今後、ナノビジョン研究
の世界拠点を目指すべく、組織改革を行う予定である。

2.3 社会との連携、国際交流に関する目標を達成するための措置
2.3.1 地域社会等との連携・協力、社会サービス等に関わる具体的方策
3.3.1.1 地域企業との共同研究、受託研究、受託研究員を広く受け入れると共に、客員研究員制度を設けて
地域産業界から広く研究者を受け入れ、研究成果の移転を図る。
3.3.1.2 地域企業の研究開発指導、研究相談及び共同開発要請に応えるアウトソーシング制度を設ける。
平成 16 年度 15 件以上、平成 17 年度 18 件以上、平成 18 年度 18 件以上の民間等との共同研究を行う。
成果：
民間等との共同研究及び受託研究を、平成 14 年度 10 件及び 6 件、平成 15 年度 10 件及び 9 件、平成 16
年度 12 件及び 11 件、平成 17 年度 10 件及び 10 件、平成 18 年度 32 件及び 8 件行い、地域産業界から広く
研究員を受け入れるとともに、研究成果の共用を図った。また、平成 17 年度より、浜松ホトニクス株式会
社システム事業部及び固体事業部との研究交流会を継続して開催し、研究開発における連携を図っている。
又、多数の客員研究員（客員教授、客員助教授を含む）も受け入れた。民間等との共同研究及び受託研究の
合計数で中期目標を達成した。
（参考データ：資料 3-1：「民間との共同研究」、資料 3-2：「共同研究員の受入状況」
資料 3-3：「受託研究」、資料 3-5：「浜松ホトニクスとの交流会」)

2.3.2 産学官連携の推進に関する具体的な方策
広報室、学外のテクノポリス推進機構などを通して研究内容を透明にし、産学官連携の推進を図る。
成果：
広報室が中心となり各研究分野の研究テーマを紹介するパンフレット及びより詳しい研究所概要を作成
し、関係先に配布した。又、学外のテクノポリス推進機構などを通して研究内容を透明にし、産学官連携の
推進を図った。

2.3.3 地域の公私立大学等との連携・支援に関する具体的方策
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地域の国公私立大学と、互いに得意領域とする分野の共同研究・連携研究を積極的に推進する。
成果：
静岡理工科大学や浜松工業技術センターとの連携を推進している。

2.3.4 留学生交流その他諸外国の大学等との教育研究上の交流に関する具体的方策及び
教育研究活動に関連した国際貢献に関する具体的方策
客員教授制度等を利用して外国籍客員教授ポストに第一線の研究者を招聘し、国際共同 研究・国際学
術交流を積極的に推進する。
「高柳健次郎記念シンポジウム」に外国人の招待講演を多く採り入れ、「光・画像科学」の研究分野に特化
させたレベルの高い国際学術研究集会とする。
外国人研究者を広く受け入れる。
国際研究集会を企画・誘致する。
成果：
客員教授を、平成 14 年度 2 名 ( チェコ、ロシア )、平成 15 年度 2 名 ( アメリカ、チェコ )、平成 16 年度 2 名 ( イ
ンド、チェコ )、平成 17 年度 2 名 ( ロシア、チェコ )、平成 18 年度 3 名 ( 中国、チェコ、インド ) 受け入れた。
｢高柳健次郎記念シンポジウム｣ においては、平成 14 年度 2 件 ( 中国、韓国 )、平成 17 年度 6 件 ( アメリカ、
イギリス、オランダ、スイス )、平成 18 年度に 3 名（アメリカ２、イギリス１）の外国人招待講演を行い、｢光・
画像科学｣ 分野のレベルの高い研究会を開催した。また、外国人研究者を、平成 14 年度 9 名、平成 15 年度
5 名、平成 16 年度 11 名、平成 17 年度 15 名、平成 18 年度１６名受け入れた。さらに、平成 14 年度に本学
と中国浙江大学との間の国際会議「JICAST2002」を主催し、平成 15 年度に「シリコンナノエレクトロニ
クス国際研究集会」の運営に参画した。平成 16 年度に｢第 12 回固体薄膜と表面に関する国際会議 (ICSFS12)｣
及び「21 世紀 COE プログラム主催第 1 回国際シンポジウム」を主催するとともに、3 件の国際会議の運営
に参画した。平成 17 年度に「21 世紀 COE プログラム主催第 2 回国際シンポジウム」を主催するとともに、
「
、COE
4 件の国際会議の運営に参画し、
平成 18 年度には
「The 8th Takayanagi Kenjiro Memorial Sympojium」
&JICAST 国際シンポジウム」を開催した。これらの活動を通して、国際共同研究、国際学術交流を積極的
に推進した。

3. 法人化後の特記事項
3.1 静岡大学 21 世紀 COE プログラム「ナノビジョンサイエンスの拠点創成」
1. 目的
本学浜松キャンパスはテレビジョン発祥の地であり伝統的に「画像工学」の研究教育を重視してきた。一
方、本学は浜松キャンパスに次世代の画像科学拠点をという構想に則り、近年進展が著しい光子・電子に係
るナノテクノロジーを画像技術の革新の要と捉え、国際的に活躍している研究者を集結させてきた。本プロ
グラムは、このような浜松キャンパスにおいて、画像技術とナノサイエンスの研究者が一体となり世界に先
駆けて個々の光子・電子のナノ領域制御を画像工学に導入するものであり、「柔軟かつ感性豊かな画像コミュ
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ニケーション」を担う新学術分野の創出と国際的研究者・技術者の育成を目指すものである。
2. 計画の概要とこれまでの活動
2-1 研究
(1) 研究の目的と体制
画像技術の根本原理である、(1) 光の放射、(2) 光の検出、(3) 光の伝搬、に光子・電子のナノ領域制御を導
入し、「ナノ蛍光体のレーザ発光」、「１光子・１電子変換・無雑音検出」、「ナノ空間フォトン操作」、におい
て原理検証実験を成功させ、これによって量子力学的概念を取り入れた全く新しい画像の科学（ナノビジョ
ンサイエンス）の扉を開く「ナノビジョンサイエンス」分野の構築を図るとともに、撮像、ディスプレイ技
術において産業創出を図る。
これら目的の実現のために、事業推進担当者を (1) 光の放射、(2) 光の検出、(3) 光のヒューマンテクノロジー
の 3 班に分けて事業を展開している。
(2) 新たな学術的知見
ナノビジョンサイエンスという新しい学術分野の構築に向けて、事業推進担当者全員が力強く研究を推進
してきており、顕著な成果が得られつつある。各班の代表的成果は以下のとおりである。
1) 光の放射班
無転位 GaN ナノピラー蛍光体を作製し、高輝度の電子線励起発光を観測した (Appl. Phys. Lett.)。ナノ領
域の光ガイド効果を取り込んだ新概念の蛍光体であり、将来のレーザ蛍光体の基となる。
2) 光の検出班
無雑音・超広ダイナミックレンジ撮像に向けて大きく前進した CMOS 撮像素子を開発するとともに
(ISSCC、IEEE J. Sol.-State Circuit)、並行して単電子トランジスタ構造により Si 素子として初めて単一光子
の検出に成功した（Phys. Rev.B）
。光子 1 個から太陽光までの極端明暗撮像への一歩である。
3) 光の伝搬班
記録密度の大幅な向上を可能にする誘電率 3 次元構造多層メモリ媒体を開発した (Appl. Phys. Lett.)。
2-2

教育

(1) 特徴的な教育の取り組み
本拠点が目指す、学術分野「ナノビジョンサイエンス」の創成においては、多くの人材を輩出して、産業
と学問の牽引役を担わせることが重要であり、特に積極果敢に新しい領域の取り組みに挑戦していくフロン
ティア精神にあふれた人材の養成が重要である。そのため「ナノビジョンスーパー研究者・技術者育成プロ
グラム」と銘打って、ポスドク研究者（COE 特別研究員）、博士課程学生（COE 奨励研究員，日本人と外
国人特別コース）及び修士課程学生（プレ COE 研究員）の 3 階層からなる経済的支援制度を計画・実施し
ている。
このうち、外国人特別コースは平成 16 年度より認可された国費留学生３名の優先配置を核としたもので
ある。
(2) 主な教育上の活動
ナノビジョンスーパー研究者・技術者育成プログラムの一環として、下記のような特徴的な活動を行った。
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○ 若手研究者研究活動経費
若手研究者の自発的な研究能力を培うことは、本 COE プログラムの柱のひとつであり、活動経費の支給
を行った。（平成 16 年度 7 名、平成 17 年度 11 名，平成 18 年度 8 名に支給）
○ セミナー
（Monday Morning Forum ( 旧 MML)、
先端研究セミナー、
企業マインドセミナー、
特許セミナー）
（１）Monday Morning Lecture (MML)：17 年 4 月より、週の初めに若手を中心とした研究発表の場を設定
し、全 COE 関係者および留学生の参加のもと活発な質疑討論を行い、研究の進捗を促進する効果が期待さ
れてる。平成 18 年 12 月末で 69 回となり、極めて活発な討論を通して相互理解が深まっている。
( ２）先端研究セミナー、企業マインドセミナー：17 年 4 月より、外部講師を招いて、先端的な研究に関
わるものと、知的財産や企業動向に関わるものの 2 種類のセミナーを開催している。それぞれ 16 回、2 回、
開催しており、外部の動向を肌で知る極めて貴重な学習機会となっている。なお、特許セミナーも 1 回開催
している。
○ 国際シンポジウムによる若手セッションの企画
国際的な場での研究成果の発表にとどまらず、会議の運営や企画に参画し、外国人研究者と交流しなが
ら国際的な経験を積むことが重要と考え、2 度の COE 主催国際会議で若手研究者による自主的な運営を行
う若手セッションを企画した。平成 18 年度では平成 19 年 2 月に若手研究者のみによる国際シンポジウムを
開催した。
○ カリキュラム上の施策
17 年度から博士後期課程にナノビジョン工学専攻を新設し、留学生の教育を強化するために英語によ
る講義を実施している。同時に、企業との共同研究に基づく長期間型「インターンシップ」（1 単位）を実
施した。
2-3 国際会議の主催と研究交流
本 COE では、研究成果の情報発信に努めるとともに、本学学生と若手研究者に国際交流の場を提供するこ
とを目的として、積極的に国際会議を開催してきた。
この 2 年間に 6 件の国際会議を開催し、活発な研究交流を行った。その概要を以下に記す。
(1) COE 国際シンポジウム (International Symposium on Nanovision Science)
テーマとして ”Nanospace Manipulation of Photons and Electrons for Nanovision Systems” を副題とする
国際シンポジウムを 2 度開催した。当該研究分野の著名な研究者による招待講演、事業推進担当者による研
究成果の発表が行われた。さらに若手研究者の自主的な運営による研究発表が行われた。これは本シンポジ
ウムの特徴として定着してきた。
(2) Inter-Academia
本学は、中欧でトップレベルにあるハンガリー、ポーランド、スロバキア、ドイツおよびルーマニアの 5 大
学との間で大学間交流協定を締結しており、相互交流を深める目的で 2002 年以来 Inter-Academia と称する
国際会議を毎年開催してきている。
本 COE では、この緊密な大学間交流を国際的な活動のベースと位置づけ、事業推進担当者及び若手研究者
に積極的に参加を促し、活発な交流を行っている。
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(3) JICAST（Joint International Conference on Advanced Science and

Technology）

本会議は、本学と浙江大学（中国浙江省杭州市）の協定校締結を契機に平成 8 年に始められた国際会議であ
り、本 COE では、JICAST をアジアにおける国際交流のベースと位置づけ、平成 18 年度からは参加大学を
アジアの協定校に広げ，その中に COE 関連のワークショップをプログラムに取り入れ、情報発信と研究交
流を行った。平成 19 年 1 月には COE, Inter-Academia 及び拡大 JICAST が共同で国際シンポジウムを開催
し，本学とヨーロッパ及びアジアの協定大学の研究者の出席の下，ナノビジョンサイエンス分野に加えて幅
広い分野の議論が展開された。
(4) ICSFS-12
世界的規模の伝統ある薄膜表面国際会議（ICSFS-12）を電子工学研究所主催で開催（H16 年 6 月、浜松）。
参加者数約 350 名（内外国人約 50 名、海外 22 ヶ国から参加）。本 COE メンバーが中心的役割を果たした。
2-4

情報発信・広報活動

(1) ニュースレター・その他の広報活動
主要企業、
関連研究機関並びに同窓会などに対して、
COE の活動状況を伝えるため、
年 3 回、
ニュースレター
を送付している。また、拠点リーダー等は講演，展示会等で頻繁に幅広く広報活動を行い，本プログラムの
コンセプトは外部に浸透しつつある。
(2) 学会，研究会等
テクノフェスタ in 浜松において，COE メンバーによるパネル展示の他，
「夢のビジョンコンテスト」と題し，
夢のテレビ，未来のテレビの絵を募集し，優秀作品を表彰した。その他，学会との共催で研究会を開催して
いる。又、産官学によるナノビジョン研究のコンソーシアム化を図る目的で「ナノビジョン研究会」を設置
した。
2-5

その他特筆すべき事柄

(1) 2 年間の研究論文・受賞等：この 2 年間で 204 編を超える論文を出版し，COE チーム一丸となって成
果をあげてきた。、主な内訳は、Appl. Phys. Lett. 14 編、Phys. Rev. 6 編、IEEE 論文誌 5 編、Science、
Nature Materials、Phys. Rev. Lett. 各 1 編、など一流誌に多数の論文が掲載された。うち 5 編は重要なナ
ノテク論文を集めたウェブ雑誌 Virtual J. Nanosci. & Technol. に選抜掲載された。また、回路系のトップ
ランク会議 ISSCC で受賞した。
(2) 若手の受賞：若手の活躍はめざましく、国際会議や国内学会において 6 名（7 件）の受賞があった。
(3) ダブルディグリー：中欧の 4 つの協定大学のひとつであるワルシャワ工科大学と本学電子科学研究科に
おいて、ダブルディグリーの協定に合意した。この制度は、両大学の教員同士の緊密な共同指導計画の下、
留学生に対して両大学から同時に学位を授与するものであり、博士課程学生の交流を本格化させるとともに
両大学間の共同研究を活発化させることを目的としている。18 年度より、ワルシャワ工科大学から 1 ～ 2
名の学生が本 COE 事業推進担当者のもとに派遣される見込みである。
(4) その他の特筆事項
・ベンチャー企業の設立：複数の企業の期待を受け「高感度イメージセンサ」の会社を設立した。
・物質材料研究機構と研究交流協定を締結。
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・ＩＤＷ：最大のディスプレイ関連国際会議である Int. Display Workshop（参加者数約 1.6 千人）に本
COE の多くのメンバーが関わっており、2006 年 General Chair、2005-2004 年 Program Chair など中心的な
役割を果たしている。

3.2 文部科学省「知的クラスター創成」事業
当地域では、日本有数の画像科学の研究拠点である静岡大学電子工学研究所や光医学の世界的研究拠点を
目指す浜松医科大学光量子医学研究センター等をはじめとする学術研究機関と高度な技術を有する研究開発
型企業、県浜松工業技術センター等の公設試験研究機関が、行政機関や浜松商工会議所、( 財 ) 浜松地域テ
クノポリス推進機構等の産業支援機関のサポートのもと、密接な産学官共同研究に取り組んでいる。こうし
た全国屈指の産学官連携体制のもと、「次世代の産業・医療を支える超視覚イメージング技術」に焦点をあ
て、地域大学が有する先端的技術シーズと地域企業等が有する高度な技術開発力を結集し、今後の安心・安
全で快適な社会生活を支えるイメージングデバイスやイメージングシステムを開発するとともに、地域への
成果波及のための各種事業に取り組むことにより、オプトロニクス技術における企業・研究機関・研究者の
さらなる集積化と関連するベンチャー企業等、絶え間なきイノベーションにより、新事業が連鎖的に創出さ
れる「知」と「技」の一大集積拠点を創成することを目的とする。本研究所は研究における中核となる機関
として積極的に本事業に参画し、大きな成果を上げている。
具体的な研究開発テーマでは、「超視覚イメージング技術の研究と産業への応用を目指して、的確な診断
と苦痛の少ない疾患治療が保障された健康な暮らしや高度なセキュリティ、プライバシー保護環境に守られ
た安全・安心・快適な暮らしを実現する」ことを目的に、必要な画像情報のみを取得できるスマートイメー
ジングならびに車載用機器等への応用を図る「研究テーマ１ 機能集積イメージングデバイス開発（①広ダ
イナミックレンジ CMOS イメージセンサ開発 / ②車載用高機能イメージセンサ開発 / ③画像圧縮通信機能
を集積したカプセル型内視鏡用イメージセンサ開発のサブテーマ３つで構成）」、今後の高度医療・診断等を
支えるイメージングシステム等を開発し、次世代医療機器等への応用を図る「研究テーマ２

医療用イメー

ジングシステム開発（①共焦点法を含む新型走査顕微鏡システム開発 / ②高機能内視鏡と手術ナビゲーショ
ンシステム開発 / ③遠隔医療と高忠実度色再現イメージングシステム開発のサブテーマ３つで構成）」、高エ
ネルギー領域で高い感度とすぐれた入出力直線性をもつイメージングデバイスを開発し、セキュリティ分野
への応用を目指す「研究テーマ３

Ｘ線・ガンマ線固体イメージングデバイス開発（１テーマで構成）」の

３つの大きなテーマ（サブテーマ数は計７つ）を設定し、研究開発を行った。本研究所は、このうちの中核
をなす CMOS イメージングセンサ開発（川人教授：研究テーマ１）および X 線・ガンマ線固体イメージン
グデバイス開発（青木助教授：研究テーマ３）を中心に、中西教授らも参画し知的クラスター創成事業に対
し大きな役割を果たしてきた。下表のように、当初より高い目標値を設定した事業であるが、いずれの項目
に対しても数値目標を高い水準で満足している。

知的クラスター数値目標達成状況（平成 18 年 9 月末時点、平成 19 年 3 月見込み）
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一方、知的クラスター研究開発の進捗に伴い、国内はもとより海外においても特許出願や学会発表等も増
加し、それらに伴って研究者や研究内容等の知名度が高まってきている。その結果、個人間においては、相
互の保有技術や研究ポテンシャル等を認め合うことなどを通じて、国際レベルでの大学・企業研究者を中心
とした人的ネットワークは形成されつつある。現在、本研究所が中心となって研究開発を進めている機能集
積イメージングデバイス等は、最も技術革新が早く市場も莫大である半導体関連分野のため、世界中が凌ぎ
を削って日夜研究開発に取り組んでいる。このような状況のなか、いずれも本研究所が中心となってこれま
でに開発した広ダイナミックレンジイメージセンサや TOF 距離画像センサ、高速度イメージセンサ等は、
いずれも現時点で世界最高レベルの性能を実現しており、LSI のオリンピックと評される ISSCC（国際固体
回路会議）においても複数採択されるなど、当該技術の動向に関しては世界中から注目を集めている。また、
これまで、クラスター本部として、国際的な競争力、技術開発力等という見地から、テーマの選択と集中を
徹底的に行ってきたことも含め、現時点において、車載応用システムや医療用イメージングシステム、Ｘ線
イメージングデバイス等に関しても世界初・世界最高の技術が確立されつつあり、いずれも早期の事業化と
アプリケーションへの展開が期待されている。
これら研究成果の早期事業化や技術シーズ、市場ニーズを探るべく、アメリカで開かれるバイオメディカ
ル分野における世界最大の展示会である BIO2006 やパシフィコ横浜で開催される画像機器関連の世界最大
の展示会である国際画像機器展や画像センシング展等に積極的に出展を行い、マーケティングだけでなく技
術交流や情報交換等を図っている。
知的クラスター創成事業への提案および採択にあたり、できる限り浜松クラスターが進めていく研究開発
等に関する世界の最新動向等を収集するとともに、世界から注目を集める先進的な研究開発を行うことを目
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指し、大学研究者を中心として世界情勢の把握に務めた。このような活動が契機となり、研究室間で生まれ
た共同研究数は 17 件（機能集積イメージングデバイス開発関連 4 件、医療用イメージングシステム開発関
連 12 件、Ｘ線・ガンマ線固体イメージングデバイス開発関連 3 件）に達している。
また、当地域においては、知的クラスター開始時には全研究を通して海外における研究成果発表等は少な
く、平成 14 年度までは海外特許の出願事例はほとんどなく、海外論文に関しても初年度の 14 年度はわず
か 13 件にとどまった。研究開発が進捗すると同時に特許・論文数等も年を追うごとにうなぎのぼりになり、
これまでに海外特許を 51 件出願し、海外論文も 139 件を数える。なお、海外特許に関しては高速度イメー
ジセンサ関連において、平成 17 年度にアメリカで 1 件の特許が成立している。今後、現在出願中の海外特
許の取得件数は、今後、飛躍的に増加していくことを見込んでいる。
これら成果を受けて、浜松地域知的クラスター創成事業は文部科学大臣賞を受賞した。この表彰につきま
しては、財団法人浜松地域テクノポリス推進機構理事長・知的クラスター本部長
工学研究所

川人祥二教授、浜松医科大学副学長・光量子医学研究センター長

石村和清、静岡大学電子

寺川進教授の 3 名が受賞し、

第５回産学官連携推進会議の席上で表彰された。また、中間評価において浜松地域知的クラスター創成事業
全体として高い評価を受け、特に川人教授が中心に担当している「機能集積イメージングデバイス開発」で
S 評価を、青木助教授が中心に担当している「X 線・ガンマ線固体イメージングデバイス開発」において
A+ 評価の高い評価を受けている。
今後は、海外との研究者レベルの交流だけにとどまらず、大学間連携や企業間連携、地域間連携等にも積
極的に取り組んでいきたい。このような取り組みを実践すべく、平成 18 年度にはジェトロが実施している
外国企業誘致地域支援事業と地域経済活性化プログラム支援研究会・事前調査の採択を受け、本研究所から
も青木助教授が渡独し具体的な連携に対して調査を行った。ドイツを中心にフランス等も対象として欧州に
おける光関連産業に特化するなかで、先端的な研究開発分野等との広域連携を図り、Win-Win 連携の構築
を目指している。

「ナノヴィジョンサイエンスの拠点創成」への５年間の成果報告書
1. 本プログラムで掲げた目的と具体的な計画
1-1 目的
本ブログラムは、高柳健次郎を起点、とするテレビジョン技術発祥の地、本学浜松キャンパスにおいて、
「画
像工学」を「光子・電子のナノ領域制御」を用いて革新し、新学術分野「ナノビジョンサイエンス」の拠点
創成を目指すものである。
「画像工学」は、これまでは光子・電子の統計集団的な性質を利用するマクロな制御を基盤としてきたしかし、
その延長線上には、さまざまな原理的限界が横たわり、根源的な学術基盤の変革なくしては将来の発展は見
込めない。本プログラムでは、世界に先駆けて個々の光子・電子のナノ領域制御を画像土学に導入し、これ
により、旧来の学問を一新させるナノ蛍光体レーザ発光、1 光子の無雑音固体素子検出、ナノ空間のフォト
ン操作などよりなる新学術分野「ナノビジョンサイエンス」を創出することを目的とした。これらは将来の
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完全 3 次元動画像、腕時計サイズプロジェクタ一、極微弱光から太陽光までの極端明暗撮像などの革新的技
術に基づく新産業創出へとつながるだけでなく、極限的解像度による生体分子配列の直視なども可能とし、
全く新しい学問領域の開拓にも寄与することを目指すものである。
本拠点は、新学術分野「ナノビジョンサイエンス」の拠点創成を目指しており、同時に将来間違いなく巨大
産業に成長する「感性豊かな画像コミュニケーション」の牽引役を担うものである。 画像関連産業は、こ
れまで日本の得意分野のひとつであったが、昨今、韓国、中国、米国などの激しい追い上げにあって劣勢に
なりつつある。将来に向けて強固な国内拠点を作り、基礎的学問と実用技術を有機的に結びつけて世界をリー
ドする研究を推進するとともにこの分野の指導的研究者・技術者を輩出する必要がある。技術的に国際的優
位を得るには、従来技術の延長線上のアプローチでは限界があり、世界に先駆けてこれまでの画像工学の分
野にナノサイエンスを取り込み、根源的・原理的な革新を目指すことが必須である。特に、ピクセル ( 画素 )
にナノ構造を内包した極限的高精細、および l 光子の無雑音固体素子検出が可能な極限的高感度を追求して
画像工学の学問体系を一新する。
研究面においては、次の成果を具体的な目標とする。
(1) 本プログラムの中核をなす、
「ナノ蛍光体レーザ発光」、
「光子の無雑音検出」、
「ナノ空間のフォトン操作」
において原理検証実験を成功させ、これによって量子力学的概念を取り入れた全く新しい画像の科学 ( ナノ
ビジョンサイエンス ) の扉を開く。この新しい学術分野は、ますます増大する画像コミュニケーションのニー
ズ、に裏打ちされて巨大な産業の創出へとつながる基盤となる。
(2) 浜松の地がもつ「ベンチャー精神」と「産学の絆」の伝統を一層深め、高感度撮像・高精細ディスプレ
イ等の分野でナノピジョンの産業応用を開始する。
教育面においては、ナノビジョンスーパー研究者・技術者育成プログラム ( 国内学生向けの COE 特別コース、
および外国人留学生特別コース ( 国費留学生の優先配置 )、ポスドク COE 特別研究員制度、ブレ COE 特別コー
スからなる ) により、
(1) 優秀な国際的研究者・技術者を定常的に輩出するとともに、ボスドク COE 特別研究員制度によるトップ
レベルの研究者の育成を軌道に乗せる。
(2) 特に、両特別コース学生は、秀でた業績による早期修了を定着させ、高効率に博士修了者を輩出する。
これらにより、積極果敢なフロンティア精神あふれる研究者・技術者を育成し、新産業創出の牽引者の役割
を担わせる。

1-2 研究実施計画
1 ) 概要
本プログラムは、画像技術の根本原理である、(1) 光の放射、(2) 光の検出、(3) 光の伝搬に光子・電子のナノ
領域制御を導入し、撮像と表示の基本原理の革新を図るものであり、以下の新原理の実証を行うことを具体
的な目標とした。
(1) 光の放射
ナノ微粒子蛍光体と共振器構造で、電子線で励起によりレーザ発振が起こることを実証する。これにより、
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従来の蛍光体とはまったく異なる、高輝度・高指向・高コヒーレント蛍光体が開発できる。これは、新分野
電子線励起蛍光体レーザの創出につながる。
(2 ) 光の検出
高感度撮像の常識とされてきた光電子増倍を使わずに、単電子トランジスタの応用などで、極限の光電変換
である 1 光子 1 電子変換・無雑音 1 電子検出を行う。これは、新分野極微弱光から太陽光までの極端明暗撮
像の創出につながる。
（3) 光の伝搬
従来のレンズ、光学系の概念を用いずに、誘電率分布のナノ領域制御で、光を導き、また光を拡大するナノ
空間フォトン操作を実証する。これは、新分野ナノ空間フォトニクスの創出につながる。
これら研究課題を効率良く遂行するため、本事業推進者を (1) 光の放射、(2) 光の検出、(3) 光の伝搬 ( 平成
17 年度より光のヒューマンテクノロジー班に変更 )、の 3 班に班分けする。また、平成 16 年度より電子工
学研究所内にナノビジョン研究推進センターを設置し、研究を推進する。
本プログラムの推進をさらに加速するため、本事業推進者は、国費留学生 ( 特別コース、大学推薦 ) の優先
的配分を受ける。また、選抜され経済的に優遇された博士課程学生からなる COE プログラム特別コースを
設置し、優秀な博士課程学生の確保をはかる。COE プログラム特別コースの修了者はポスドクとして優先
的に雇用する。
現在、実施・計画されている多くの国際共同研究を一層推進するとともに電子工学研究所の客員教授ポスト
等を利用して外国人研究者を招聴することにより国際交流を一層活に行う。
2) 年度別の具体的な研究拠点形成実施計画
研究を迅速にかっ効率良く推進するため、新学術分野創成の目標に向かい、各班で年度目標を明確に設定し、
各研究要素を年度毎にステップアップしていく。研究の年度計画と将来展望は以下の通りである。
平成 16 年度 : 新原瑚食証のための素子設計
・ナノ微粒子蛍光体の設計・製作 ( 光の放射 )
・1 光子・1 電子検出用連結ドット単電子トランジスタの設計 ( 光の検出 )
・誘電体ナノ集光・拡大・光ガイドの基本設計 ( 光の伝搬 )
平成 17 年度 : 個々の素子の動作確認
・ナノ微粒子蛍光体の電子線に上る発光の確認 ( 光の放射 )
・連結ドット単電子トランジスタによる 1 電子転送の確認 ( 光の検出 )
・誘電体ナノ光ガイドの基本動作の確認 ( 光の伝搬 )
平成 18 年度 : 個々の素子の高機能化
・共振器付きナノ微粒子蛍光体の製作 ( 光の放射 )
・無雑音信号検出のバルクデバイスによる実証 ( 光の検出 )
・誘電体ナノ集光の基本動作の確認 ( 光の伝搬 )
平成 19 年度 : 個々の素子の高機能化
・共振器付きナノ微粒子蛍光体の電子線による発光の確認 ( 光の放射 )
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・連結ドット単電子トランジスタによる 1 光子 1 電子検出 1 電子転送の確認、( 光の検出 )
・誘電体ナノ光拡大の基本動作の確認 ( 光の伝搬 )
平成 20 年度 : 新原理の実験的検証
・共振器付きナノ微粒子蛍光体の電子線によるレーザ発振の検証 ( 光の放射 )
・1 光子 1 電子変換・無雑音 1 電子検出の検証 ( 光の検出 )
- 誘電体率分布のナノ領域制御で光を導き、光を拡大するナノ空間フォトン操作の検証 ( 光の伝搬 )
平成 21 年度以降は、ドット間相互作用による波長可変蛍光体発光、およびマルチスぺクトラム撮像などの
新原理の検証を行うと共に、これら原理を、完全 3 次元動画像、腕時計サイズプロジェクタ一、極限的解像
度による生体分子の直視、極微弱光から太陽光までの極端明暗撮像等の革新的技術へ展開し、新産業創出を
図っていく。

1-3 教育実施計画
本拠点が目指す、学術分野「ナノビジョンサイエンス」の創成においては、多くの人材を輩出して、産業と
学聞の牽引役を担わせることが重要であり、特に積極果敢に新しい領域の取り込みに挑戦していくフロン
ティア精神にあふれた人材の養成が重要である。そのため、ナノビジョンスーパ一研究者・技術者育成プロ
グラムと銘打って、主に以下の 5 つの施策に重点を置いて教育に取り組む。
1) COE 特別コースの設置と入学者増への施策
優秀で、チャレンジ情神旺盛な国内学生を対象に、COE 特別コースを設置する。このコースは本拠点の事
業推進担当者が指導教員となり、毎年約５名の学生を本拠点に入学させる。一人当たり年額約 300 万円の補
助を行う。また、本学修士課程学生で、博士課程進学希望者の中から成績優秀者約 5 名を対象にプレ COE
学生と認定し、本学工学部系同窓会基金である「工学振興基金」やその他の同窓会資金を重点的に活用して
経済的に支援する。
最近、画像技術関連企業では高度な専門性をもつ博士課程修了者に対するニーズがますます増大する傾向に
ある。COE 特別コースの設置により、ますます博士課程人材の育成を充実させる。
2) 外国人留学生特別コースの設置と国際的教育の促進
本拠点は、平成 16 年度より、国費留学生 3 名の優先配置と私費留学生 3 名による完全英語教育を特徴とす
る「外国人留学生特別コース」が認可されている。16 年度に特別コースが新規に認可された大学は全国で
本学が唯一であり、下記の協定校との国際会議の実績が評価されたものである。本拠点は、この特別コース
を日本人学生に対する活性剤としても利用し、「留学生を含む授業」の完全英語化により国際性を培う。
3) 国際シンポジウムの開催と利用
本学では、これまでも国内外からトップクラスの研究者を招いて高柳健次郎記念国際シンポジウム ( 電子
工学研究所主催 ) を開催してきた。今後、これと随時ジョイントして、COE 国際シンホジウムを開催する。
同時に、協定大学との交流を深めるために、i) Intemational Conference on Global Research and Education
"Inter-Academia"( 申請時点でのヨーロッパ協定校 : コメニウス大学 ( スロパキア )、ブダヘスト工科経済大
学 ( ハンガリー )、ワルシャワ工科大学 ( ホーランド )、ブッパータール大学 ( ドイツ ) )
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ii) Joint Intemational Conterence on Advanced Science& Technology“JICAST" ( 中国協定校 : 浙江大学 )、
を毎年開催しており、これについても今後継続・発展させる。これらの協定校は、いずれも研究教育の点で
屈指の大学であり、質の高い会議となっている。
本拠点ではこれらの国際会議を通して、本学学生と若手研究者に研究発表と国際交流の場を提供するととも
に、優秀な留学生の面接の場、国際共同研究発掘の機会としても利用する。このため、シンホジウム開催経
費と国内外の世界一流の研究者を招鴨するための旅費を用意する。学生や若手研究者の国際交流は、本プロ
グラムの教育面で最も重視する点である外国での研究発表の機会を財政的に支援する。
4) ダブルディグリー制度の導入
中欧の協定大学のひとつであるワルシャワ工科大学と本学電子科学研究科において、ダブルデイグリーの協
定に合意した。この制度は、両大学の教員同士の緊密な共同指導計画の下、留学生に対して両大学から同時
に学 { 立を授与するものであり、博士課程学生の交流を本格化させるとともに両大学間の共同研究を活発化
させることを目的としている。博士博士課程としては全国で、初めての試みであり、18 年度より、ワルシャ
ワ工科大学から 1 − 2 名の学生が本 COE 事業推進担当者のもとに派遣される見込みである。国際交流を強
固にするための施策として、本拠点の博士課程を対象どしたダブルディグリー制度を今後、他の協定大学に
広げて大学問共同研究の幅を広げていく予定である。
5) 若手の自立を促す施策
・若手の研究成果発表の場として毎週月曜日の朝に実施する Monday

Moming

Lectme を一層活用して、

若手の討論能力、研究企画力などを高めていく。
・国際会議セッション企画 : 本 COE 主催の国際会議において、若手のセッションを設け自主性と国際性を
培わせる。
・若手研究者の研究企画・立案能力を培うため、当初から設定していた「若手研究者活動経費」を増額し、
審査の上、研究経費を助成している。この研究費については中間報告、最終報告を義務づけており、研究計
画とその遂行に自ら責任をもつ姿勢を促す。

2 研究と教育における活動実績
2-1 活動実績の概要と目的達成度
1 ) 概要
本学浜松キャンパスの伝統の下に、画像工学と光と電子のナノテクノロジーを融合させた「ナノビジョン
サイエンス」として新学術分野を提案し、研究と教育に遁進してきた。その結果、「ナノビジョン」とし寸
新概念が研究者・学生に共有化され、国際化に向けた取り組みも活発に行ってきた結果、中間評価でも高
い評価を受けるとともに、教育面および研究面の成果は下記のように総合的に見て満足のいくものと考え
る。研究面では当初の目標どおり、「ナノビジョンサイエンス」の学術的基礎を築くことができた。その主
な構成要素は、共振器付蛍光体、微小球の光学基礎、無雑音撮像回路、高エネルギ一線による元素識別撮
像、単電子転送とフォトン検出、忠実色再現技術などである。 さらに、いくつかの中間成果は、産学連携
を通して社会に還元されつつある。 ( 撮像回路技術についてベンチャー企業 1 社設立の他、高エネルギー線
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透視画像などと合わせて産学共同研究多数実施中のまた、5 年間の査読付き学術論文発表件数は約 400 件 ( 事
業推進担当者あたり約 25 件 ) となり、国際会議の招待講演は 86 件に上っている。 さらに、IEEE
Beatrice Winner Award (2005)、IEEE

Fellow

ISSCC

Award (2009) などの国際的レベルの受賞のほか、文部科

学大臣賞受賞 2 件、応用物理学会フエロー表彰等がある。
また、博士課程修了生 43 名を学界・産業界に輩出してきた。これら教育研究に対する評価は高く約 40% の
学生が受賞していることに相当している。さらに、教科書「ナノビジョンサイエンス」を出版 (H21 年 3 月 )
することに上り教育の体系化を進めたし国際拠点の創成に向けて欧米アジア約 20 カ国に及ぶ国際交流 ( 共
同研究、招待、学生交流 ) を進めてきた。とりわけ中東欧協定校 7 大学との交流は特色のあるものであり、
毎年開催している国際会議 Inter

Academia を基盤とし、招待による特別講義、日欧間でのインターネッ

ト講義の試行などを行っている他、欧州、13 大学との問で博士課程に特化したダブルディグリープログラ
ム (DDP) を実施しており、日本でほとんど例のない博士課程 DDP 学生を輩出した。
2) 人材育成面での成果
若手研究者育成プログラムに基づいて、ポスドク研究員、博士課程及び修士課程学生からそれぞれ「特別研
究員」、「奨励研究員」及び「ブレ COE 研究員」を雇用し、経済的支援を行うことによって平成 16 年度よ
り 5 年間にわたり博士課程修了生 43 名の育成を行ってきた。 また、COE 採択時の留意事項に基づいてこ
れらの研究員には「若手研究者活動経費」を助成し、研究者独自の自由な発想に基づく研究環境の場を設け
るとともに、中間報告会最終報告会での研究成果の発表を義務付け、自ら研究を企画し推進する、先見性と
独自性の育成を行ってきた。さらに、本 COE 主催の国際シンポジウムにおいて、若手研究者のみの企画に
基づく若手セッションを設け、自主性と国際性を培わせた。また、若手の研究成果発表の場として毎週月
曜日に定期的に実施している Monday

Moming

Forum を活用して、若手の討論能力、研究企画力等を高

めるなどの取り組みを行ってきており、すでに 140 回を超える実績がある。 これら教育研究の成果として、
学生の受賞は 17 件にのぼり、40% の学生が受賞していることに相当している。このように、本 COE の若
手研空者の成果は学協会で高く評価されており、教育研究拠点形成にも大きく寄与している。プログラム修
了後の就職後におて学界や産業界の期待に十分に応えられる人材の輩出に努めてきた。
3) 研究活動で得られた学術的知見等
本プログラムでは、世界に先駆けて個々の光子・電子のナノ領域制御を画像工学に導入寸ることにより、旧
来の学問を一新させる新学術分野「ナノビジョンサイエンス」の創成を目指した研究を推進してきた。こ
の学術的基盤となる具体的な学術的成果としては、超高精細ディスプレイ用ナノ電子源の開発と高い電流
放出を維持したまま高集束動作を実現、超高感度撮像素として 153dB の高ダイナミックレンジを実現した
CMOS イメージセンサを開発、ナノ空間のフォトン操作の成果として二光子吸収を用いた三次元高密度画
像メモリを開発、などの世界水準の成果が挙げられる。また、光と電子のナノサイエンス分野については、
プラズマ技術を用いたナノ電子源の作製、微小球共振器による光の伝搬制御、1 光子 1 電子変換単電子デバ
イス、量子構造を用いた遠赤外受発光素子などの国際レベルの成果がある。 さらに人間の瞳孔検出による
画像インターフェース、画像を用いた新しい個人認証システムなど画像と人との関わりに関する研究も併行
して行ってきた。x 線やテラヘノレツ波を用いた非接触イメージング技術についても、安全安心社会の実現
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に不可欠な先端技術として研究を進めてきた。
このように多くの研究成果を挙げるとともに、研究成果の一部をまとめた教科書「ナノビジョンサイエンス」
を出版するなど、新学問領域の基盤を築いてきた。
4) 事業推進担当者相互の有糟的連携
本 COE プログラムでは研究課題を効率よく遂行するために、3 班体制を敷いて、
研究を推進してきた。
さらに、
拠点リーダーが全メンバーと討論を行い、個々の研究と COE 全体計画との関連付けを強化してきた。また、
Monday

Moming Forum での議論を通して、事業推進担当者間の相互理解を深め、事業推進担当者同士の

共同研究を進めると同時に、相互の研究内容を詳しく知って議論を深め、全体の方向性を共有化する努力を
払ってきた。 例えば、ナノピクセルへの道を拓く GaN ナノビラー蛍光体の作製 ( 三村、石田 )、共振器付き
蛍光体 ( 富田、三村 )、CNT からの電子放出 ( 永津、田部 )、
X 線イメージセンサー ( 青木、三村 ) など多くのテー
マについて事業推進担当者間の連携により、新たな学際領域への挑戦や、より質の高い研究を推進すること
ができた。
5) 国際競争力ある大学づくり
本 COE 主催の国際シンポジウムは計 5 回開催した。毎回、招待講演には国際的に著名な研究者を招き、
併せて本拠点の事業推進担当者から最新の成果を発表した。また、若手研究者の育成を目的と Young
Reseachhers Psentation として口頭発表及びポスタ一発表において、ポスドク、博士課程学生を含む発表を
行ってきた。
また、国際拠点の創成に向け、欧米アジア約 20 カ国に及ぶ国際交流 ( 共同研究、招聘、学生交流 ) を進めて
きた。とりわけ中東欧協定校 7 大学との問で毎年開催している国際会議 Inter-Academia を基盤とし、InterAcademia Community 3 大学との問で博士課程に特化したダブルディグリープログラム (DDP) を実施して
おり、本年度日本でほとんど例のない、博士課程 DDP 学生を輩出することができた。さらに新たな取り組
みとして、本年度日欧間 ( 対ルーマニア、アレクサンドル・イオアン・クザ大学 ) でのインターネット講義
の試行を成功させた。
6) 国内外に向けた情報発信
ナノビジョンサイエンスのコンセブトを普及させるとともに、主に企業で研究開発に携わる研究・開発技術
者とともに、共同研究や人的交流の促進のための活動として「ナノビジョン研究会」を平成 19 年に立ち上
げこれまでに 4 回開催した。この「ナノビジョン研究会」には企業で研究開発に携わる多くの参加者があり、
若手研究者の発表の場のみならず、産学官のコミュニケーションの場として定着した。さらに、研究成果の
社会還元を目的とし「COE ニュースレター」を年 3 回発行のベースで発刊し、今年度で 12 号を数えるまで
になった最先端の研究成果を図式・写真などを多用し分かりやすく解説しており、ナノビジョン研究会会員、
静岡大学工学系同窓会会員への配布他、広く一般への広報媒体としても活用している。初年度より立ち上げ
たホームページを充実させ、本 COE プログラムの研究・教育内容の紹介のみならず、本 COE 主催のナノ
ビジョン研究会、国際シンポジウム、また毎週開催している Monday Morning Forum 等の情報を積極的か
つタイムリーに発信し、ナノビジョンサイエンスが社会に幅広く理解してもらえるよう努めている。
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2-2 今後の展望
本拠点は、21 世紀 COE プログラムを通して、極限的高精細、極限的高感度、をキーワードとする画像技術
の革新を追究してきた。この研究成果を踏まえて、画像技術は、極限画像科学と呼ぶに相応しい新たな一歩
を踏み出そうとしている。それは、これまでの「人聞の眼」を対象とした画像工学から「科学の眼」へのパ
ラダイムシフトである。生命科学、医療、環境、材料など幅広い科学技術の領域において、極微小領域の画
像化や、極短時間に生じる事象の画像化はますますその必要性が高まっている。例えば、生命原理の理解の
ために細胞内部の酵素の動き、細胞壁の働きなど時間的・空間的極限画像化に対する必要性は急激に増大し
ている。そこで、このようなニーズに対応するには極限画像科学としての共通的学術基盤を構築するととも
に、それに精通した若手人材を体系的教育により養成し各領域に輩出する必要がある。すなわち、今後の展
望としては、科学技術の発展に資することを目指して、従来の画像技術では立ち入ることのできなかった極
限的微小時間・空間分解能での物質・事象の画像化、未開拓の波長域による原子・分子の識別透視画像化な
どの新しい、学術的基盤「極限画像科学ナノビジョンサイエンス」を構築するフェーズが到来すると考え、
21 世紀 COE での実績を基盤としつつ、新たな拠点化を図っていく。

2-3 学内外へのインパクト等
静岡大学は、学長を中心とした教育、研究、社会連携、国際戦略、男女共同参画等、事業執行のマネジメン
ト体制を構築し、特に「ナノビジョンサイエンスを核とした光・電子分野」においては、国際的な教育研
究拠点の形成を図ることとしている。これまで、平成 1I 年度に ，博士課程「電子科学研究科」に「ナノビ
ジョン工学専攻」を新設、さらに、平成１８年度より博士課程の新大学院「創造科学技術大学院」が設置
され、本 21 世紀 COE プログラムとー体の大学改革として「ナノビジョン工学専攻」が新大学院でも引き
継がれ、理念と実績の両面で全学を牽引してきた。また、将来拠点を担う人材の発掘・育成のため、学長の
リーダーシッブにより科学技術振興調整費の「若手研究者の自立的研究環境整備促進」により、テニュアト
ラック制度を導入した。平成 20 年度に光・電子分野 6 名の若手研究者を採用し、拠点の強化に着手してい
る。研究活動については、平成 21 年度より電子工学研究所に特別教育研究経費により「異分野技術の融合
による革新的画像工学創成事業」をスタートさせるなど、更に充実を図っている。「ナノビジョンサイエン
ス」という言葉とコンセフトは、産業界や他の研究機関などにも浸透しつつある。教科書の出版 (H20 年度 )
によって学問教育体系としての礎を築くとともに、国際博覧会関連展示会、イノベーションジャパン 2005
( 大学見本市 )、ナノテクビジネスワークショップ 2008 などで幅広く広報活動してきた。文科省メールマガ、
ジ Japan

Nanonet Bulletin 第 100 号に掲載されるなど注目を集めている。ディスプレイ分野の最大の国際

会議である IDW(Int. Display Workshops) に本 COE の多くのメンバーが関わっており、拠点リーダーの三
村、原、下平らが毎年主要な運営に携わっている (2006 年 General
Chair( 三村、下平 ) など )。また、5 年間で Appl.

Chair ( 下平 )、2005 − 2004 年 Progam

Phys. Lett.、Science、Phys. Rev. Lett. を含む約 400 編

の学術論文を発表するとともに、国際会議の基調・招待講演 86 件を受けた。LSI のオリンピックに相当す
る ISSCC(International

Solid-State Circuits Conference) でもイメージセンサに関して数多く採択されるな

ど、本拠点の成果が国際的に認められている。また、共同研究は毎年 50~60 件、うち国際共同研究も毎年
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10 件程度にのぼり、国際拠点としての実請を有している。さらに、ナノビジョン研究会を通じた、主に民
間企業との共同研究によって実用的な面で、の成果の切り出しを進め、例えば放射線ラインセンサ ( 青木、
浜松ホトニクスと連携 ) などは既に市販に至っている。また、イメージセンサ開発のベンチャー企業 l 社を
設立した。

第５回「外部評価」を実施して
第 11 代所長

三

村

秀

典

本研究所の発祥は、大正 13 年（1924 年）、静岡大学工学部の前身である浜松高等工業学校において、高柳
健次郎のテレビジョン研究が行われた電視研究室にさかのぼります。当時はテレビジョンを「電視」と言い、
日本での開催が予定されていたオリンピックの「電視」放送に向けて、国と一丸となって開発が進められま
した。しかし、第二次世界大戦により、「電視」放送は実現されず、テレビジョンの研究もストップするこ
とになります。しかし、戦後昭和 24 年（1949 年）、この研究が礎となって、電視研究室は新制静岡大学工
学部附属の電子工学研究施設となり再スタートすることになりました。その後昭和 40 年（1965 年）新制大
学で唯一の理工系附置研究所「電子工学研究所」となりました。当研究所は、当初 6 部門で発足し、その後
部門増により 9 部門となり、さらに平成元年（1989 年）には 3 大部門 12 分野に拡充していきました。当時
より研究所は研究の柱として「イメージングとセンシング」を標榜し、「画像科学の研究拠点」となること
を目的としてきました。
平成 16 年 (2004 年 )、法人化によって国立大学法人静岡大学 電子工学研究所として発足した当研究所は、
「感
性豊かな光・画像コミュニケーションの実現」を 21 世紀の研究課題として位置づけ、これを実現するために、
旧来の電子・光子の集団的取り扱いとは異なり、個々の電子・光子を取り扱う新しい「画像科学」、すなわ
ち「ナノビジョンサイエンス」を提案しました。静岡大学提案による 21 世紀 COE プログラム「ナノビジョ
ンサイエンスの拠点創成」を獲得することができ、当研究所は研究面における中心的な役割を担っています。
このプログラムを遂行するために所内組織も「ナノビジョン研究推進センター」、「ナノデバイス材料部門」、
「新領域創成部門」の 3 大部門（12 分野）、1 外国人客員教授部門に組織変更されました。また、当研究所は「浜
松地域知的クラスター（オプトロニクスクラスター）事業」においても重要な役割を担っております。この
事業は全国第２位の成果を挙げたと評価され、本研究所は「画像科学技術」の拠点としての地位を着々と築
いております。現在、研究所は「ナノビジョンサイエンスの創成」を進めることにより、「光・画像科学分
野の世界研究拠点」となることを目的として、研究の展開を図っております。
研究所が今日まで成長を続けることができたのは、度々外部からの提言を受け、研究の方向や運営に活かさ
せて頂いたからです。今日までに 5 回の外部評価を実施してきました。平成 7 年 (1995 年 ) に、国内学識者
8 名により、研究活動、社会貢献、国際交流、教育活動、将来計画について評価・提言をいただき（第１回
外部評価）、翌平成 8 年 (1996 年 ) に経過１年における評価委員会の提言の実行状況を点検しました（第 2 回
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外部評価）。平成 10 年 (1998 年 ) 及び平成 11 年 (1999 年 ) には、アメリカ、カナダ、イギリスの著名大学の
工学部長と研究所長による第 3 回外部評価を、平成 14 年 (2002 年 ) には、国内学識者による第４回外部評価
を行い、研究所の評価・提言をいただきました。また、平成 18 年 (2006 年 ) には、平成 14 年 (2002 年度 ) か
ら平成 18 年 (2006 年度 ) における中期目標・中期計画に対する達成度の自己点検を行いました。
今年度、前回の外部評価実施から 5 年が経過しました。その間に研究所を取り巻く環境は大きく変化し、厳
しい局面への対処も求められるようになってきました。そのため、外部有識者を含めた運営協議会、共同利
用研究所への展開など、学内外に開かれた研究拠点を構想していますが、研究所の現況と将来について、外
部からの視点を知ることが必要な段階にあると考えました。それが今回の第 5 回外部評価です。
今回は委員を、平木昭夫氏（大阪大学大学院工学研究科附属フロンティア研究センター特任教授、大阪大学
名誉教授）、矢野雅文氏（東北大学電気通信研究所長）、谷岡健吉氏（NHK 放送技術研究所前所長）、小田俊
理氏（東京工業大学量子ナノエレクトロニクス研究センター教授）、原勉氏（浜松ホトニクス㈱中央研究所
所長代理）の 5 名の有識者の方々にお願いしました。
外部評価のため用意した資料は、平成 15 年 (2003 年 ) から平成 20 年 (2008 年 )5 月における研究教育活動報
告書と論文・講演リストです。研究教育活動報告書は、組織と概要、研究活動、教育活動、社会活動、国際
交流、全教員の研究概要、資料集から構成されています。外部評価委員の皆様から、(1) 本研究所のアイデ
ンティティー、(2) 研究活動、(3) 大型プロジェクト、科研費などの外部資金の獲得、(4) 産業界および他研究
機関との連携、(5) 国際性、(6) 情報発信・広報、(7) 教員の流動性と活性化、(8) 研究所の将来構想、及び総
合的評価についてたいへん有益なご意見とご提言をいただきました。ご多忙の中、真剣に評価くださいまし
た委員の皆様に、研究所の教職員を代表しまして厚くお礼申し上げます。所員一同、頂いたご指摘・ご提言
を真摯に受け止め、「光・画像科学」の発展に向けて最大限の努力をする所存です。

平成 20 年 8 月 31 日

１．組織と概要
1. 1

設置目的

電子工学に関する学理及びその応用の研究

1. 2

理念

静岡大学電子工学研究所は、
「創造」と「学術は先覚を尊ぶ」を信条とし、今後の高度情報化社会に於ける
人類の幸福を希求するために、光 ･ 電子工学領域の先端科学技術の研究開発を通して科学技術の進展及び産
業振興に貢献すると共に、その成果を高度専門研究者 ･ 技術者の養成に資する。
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1. 3

目標

（研究）
感性豊かな光・画像コミュニケーションの実現を 21 世紀の課題として位置づけ、国や地域の科学技術政策
における重点項目に深く係る光・画像科学分野において、
( １) イメージテクノロジー領域、ナノテクノロジー領域、学際領域に関する先導的研究の展開
( ２) 技術移転・特許化による産業の振興への貢献
( ３) 国際研究拠点の形成
を研究目的とする。

（教育）
主体性、自律性を持つ独創性豊かな研究者・技術者を育成するために、光 ･ 電子工学の研究活動を通じて創
造科学技術大学院（博士課程 3 年）、電子科学研究科（博士課程 3 年）、工学研究科（修士課程 2 年課程）、
情報学研究科（修士課程 2 年課程）での教育を支える。

（社会・地域・国際化）
共同研究や研究連携を通じて、産業発展に寄与すると共に新しい産業創出に寄与し、特に光 ･ 電子関連の地
域産業の発展に貢献する。又、外国籍の客員研究員、訪問研究者及び大学院留学生を積極的に受け入れると
共に、国際的連携の基に諸外国との共同研究を推進する。

1. 4

研究の特徴

上記の研究目的を達成するため、本研究所は、以下の特徴的な研究活動を行っている。
（i）イメージテクノロジー領域
次世代機能集積イメージングデバイスの研究開発、高エネルギー電磁波用固体イメージングデバイスの研究
開発、デジタル画像解析・合成技術の開発、次世代ディスプレイ用中核技術の開発
（ii）ナノテクノロジー領域
シリコンナノ電子デバイスの研究、ナノ構造創成・観測・分析技術の開発、微小電子源の開発とその電子デ
バイスへの展開
（iii）学際領域
生体発光・受光機構に基づく高効率・高輝度発光デバイスの研究開発、イメージング技術の医療及び視覚機
能アシストへの応用

1. 5

組織の特徴

（１）組織の構成
研究所は、上記の研究目的の下、３領域の研究を相互に関連づけて効率良く推進するため、研究部門として
「ナノビジョン研究推進センター」、「ナノデバイス材料部門」、「新領域創成部門」を置いている。また、附
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属施設として、ナノデバイス作製・評価装置を集中管理し、広く国内外の研究者に開放することを目的に、
「ナ
ノデバイス作製・評価センター」を置いている。
（資料１－２

組織及び職員）

（２）教員の構成と配置
研究所は 26 名の教員（教授 12 名、准教授８名、助教６名）と外国人客員教授１名で構成されている。「ナ
ノビジョン研究推進センター」には教授６名、准教授３名、助教３名、「ナノデバイス材料部門」には教授
３名、准教授５名、助教１名、「新領域創成部門」には教授３名、助教２名が所属している。内教員２名を
「ナノデバイス作製・評価センター」に配置している。また、「国際研究拠点」を形成するため、外国人客員
教授１名を招聘している。（平成 20 年５月 31 日現在）。

（３）任期制の採用
新しい知見・技術を導入し、他分野他組織との人的交流を積極的に促進する目的で、2002 年度（平成 14 年度）
新規採用の教員から任期制を導入した。2008 年（平成 20 年）5 月 31 日現在における任期は、教授「５年任
期、２回再任可」、准教授「５年任期、１回再任可」、助教「５年任期、１回再任可」である。再任は、学内
外の有識者からなる「再任委員会」の評価結果を基にし、2006 年度（平成 18 年度）に研究・教育実績を詳
細に評価して、助手の再任を決定した。
（資料１－３

教員の任期制導入状況）

（資料１－４

教員の再任審査）

1. 6

教員の異動状況

前述の任期制を導入した 2003 年度（平成 15 年度）以降では、転入（配置換を含む）の教員は 16 名、転出（定
年退職を含む）の教員は 18 名であり、年度平均の教員の流動数は３人程度である。
（資料１－５

教員の転入転出に関わる異動状況）
外部評価実施状況

１．外部評価実施事項

（１）外部評価実施日
2008 年 8 月 6 日（水）

（２）外部評価委員氏名（所属期間
平木昭夫

職階）

委員長（大阪大学大学院工学研究科附属フロンティア研究センター
特任教授、大阪大学名誉教授）

− 387 −

矢野雅文

委員

（東北大学電気通信研究所長）

谷岡健吉

委員

（NHK 放送技術研究所前所長）

小田俊理

委員

（東京工業大学量子ナノエレクトロニクス研究センター教授）

原

委員

（浜松ホトニクス㈱中央研究所長代理）

勉

（３）外部評価実施内容
10:00 − 10:30

外部評価委員来所、所長挨拶、教員紹介

10:30 − 11:00

電子工学研究所の概要説明（三村所長）

11:00 − 12:00

研究紹介（原教授、猪川教授、青木准教授、川井准教授）

12:00 − 12:30

昼食

12:30 − 13:10

高柳記念未来技術創造館見学（中西名誉教授）

13:10 − 13:30

休憩

13:30 − 14:30

研究室見学（田部教授、川人教授、三村教授、村上准教授）

14:30 − 15:00

休憩

15:00 − 16:30

外部評価書作成

16:30 − 17:00

外部評価委員からのご講評

17:00

外部評価終了

２．外部評価実施の経緯

4月3日

研究所評価委員会による外部評価実施 ( 案 ) の検討

4 月中旬

所長から外部評価委員に委嘱依頼し、内諾を得る

4 月 22 日

研究所評価委員会による外部評価資料（自己評価報告書・参考資料）
と評価書の作成方針検討

4 月 24 日

教授会で外部評価委員 ( 案 ) を審議承認

4 月末

外部評価委員を学長に推薦

5 月 29 日

研究所評価委員会による外部評価資料と評価書の検討

5 月 29 日

教授会で評価資料作成状況の説明

6月6日

研究所評価委員会による外部評価資料と評価書の検討

6 月 19 日

研究所評価委員会による外部評価資料と評価書の検討

6 月 25 日

研究所評価委員会による外部評価資料と評価書の検討

6 月 26 日

教授会にて外部評価資料と評価書の審議

7月8日

外部評価資料と評価書の印刷

7 月 22 日

外部評価資料と評価表を外部評価委員へ事前送付

7 月 24 日

教授会にて外部評価に関わる事項の確認

8月6日

外部評価実施
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1. 7

9 月上旬

「外部評価報告書」の原稿の取り纏め

9 月中旬

「外部評価報告書」の印刷

9 月下旬

「外部評価報告書」公表

研究支援体制

技術職員が 11 名在籍しており、研究所長が技術部長を兼担する技術部を設けている。２班（基盤技術班、
応用技術班）からなり、大型機器や特殊機器の保守 ･ 点検 ･ 操作、教員の研究補助、特殊技術作業など、研
究支援に関わる全ての業務を担当している。大型装置や特殊装置には装置毎に教員と技術職員からなる委員
会を設け、研究活動の円滑化に結び付けている。
また、学内外の各種講習会等に参加することを奨励して技術職員の技術向上を図ると共に、各種資格の取得
を通じて研究所の安全衛生管理体制の補強を進めている。さらに学内の技術報告会において、研究支援業務
や技術開発などによって得られた成果、創意工夫を報告している。
事務系の組織として、事務長が事務を掌理し、総務係２名、大学院係４名を配置し教員の研究教育を支援し
ている。また、後述の静岡大学 21 世紀 COE プログラム「ナノビジョンサイエンスの拠点創成」の事務局
として専任のマネージメント教授１名、事務職員 1 名を配置し、事業推進担当者及び COE 研究員の研究活
動を推進・支援している。
（資料１－２

組織及び職員）

（資料１－６

技術職員の研修・講習会等参加状況）

1. 8

外部評価及び自己評価の実施状況

1995 年に、植之原道行（日本電気（株）特別顧問，元大学審議会委員）氏を委員長とする国内学識者８名により、
研究活動、社会貢献、国際交流、教育活動、将来計画について評価・提言をいただき（第１回外部評価）、
翌 1996 年に経過１年における評価委員会の提言の実行を点検した（第２回外部評価）。1998 年及び 1999 年
には、ミチャエル・ミラー（カナダ国ビクトリア大学工学部長）教授他国外研究者による第３回外部評価を、
2002 年には、濱川圭弘（立命館大学

総合情報センター長，前副総長・前副学長）委員長他国内学識者に

よる第４回外部評価を行い、研究所の評価・提言をいただいた。
また、2006 年度（平成 18 年度）には、2002 年度（平成 14 年度）から 2006 年度（平成 18 年度）における
中期目標・中期計画に対する達成度の自己点検を行い、自己評価書を発行し、学内の各部局、文部科学省及
び全国国立大学附置研究所第１部会構成大学等に配布した。
（資料１－７
1. 9

外部評価の実施状況）

財務

2003 年度（平成 15 年度）から 2007 年度（平成 19 年度）までの経費は、次の表の通りである。年度により
科学研究費補助金及び外部資金（共同研究費、受託研究費、奨学寄附金）に変動はあるが、人件費を含めた
運営費交付金も加えると、過去 5 年間における総経費の平均額は 10 億円強である。また、後述する 21 世紀
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COE プログラム及び知的クラスター創成事業といった大型プロジェクトを獲得している。

表１−１

研究所の財務内容

（単位；千円）

2003 年度

2004 年度

2005 年度

2006 年度

2007 年度 1)

人件費

394,000

427,000

420,000

429,000

433,229

2,103,229

物件費

200,000

270,000

115,000

95,000

90,700

770,700

科学研究費 2)

49,030

80,120

120,120

89,050

93,540

431,860

共同研究費

51,620

31,970

59,291

143,310

74,744

360,935

受託研究費

226,133

257,295

252,290

233,869

308,768

1,278,355

奨学寄附金

27,600

26,252

32,700

38,700

24,000

149,252

948,383

1,092,637

999,401

1,028,929

1,024,981

5,094,331

科目

計

合

計

1) 見込み金額，2) 電子科学研究科，創造科学技術大学院教員を含む

1. 10

資源配分

教員の研究基盤を確保するために、全教員に校費を分配しており、その配分比は教授：准教授：助教に対し、
3:3:1 である。学外から採用された教授に対しては、初年度研究立ち上げ経費を配分している。また、若手
研究者への研究支援と分野横断的研究プロジェクトの遂行を支援するために、学長特別裁量経費 (I) を原資
として配分している。
2005 年度（平成 17 年度）と 2006 年度（18 年度）に特別教育研究経費として「画像エレクトロニクス研究
創成事業」が採択され、総額 19,700 千円を得た。また、学長競争的配分経費 (II) として「光子・電子のナノ
領域制御による革新的画像デバイスの研究・開発拠点形成事業」に採択され、総額 10,000 千円を得た。こ
れらを原資に、ナノデバイス作製・評価センター（クリーンルームを含む）を充実させている。
（資料１−８

1. 11

学長特別裁量経費 (I) を原資とした分野横断的プロジェクト）

施設・設備の活用と整備

2007 年度（平成 19 年度）ナノデバイス作製・評価センターを設置し、所内の汎用性の高い作製、評価装置
を集約することにより、学内外の共同利用に供している。特に、特別教育研究経費（創造科学技術大学院）
により電子描画のスペックとしては現状では最高レベル（最小描画ライン幅が７nm）の電子描画装置を設
置し、共同利用を図っている。
これらの装置は、電子工学研究所および工学部合わせて 20 以上の研究室が利用しており、年間 200 日以上
の稼働状態にある。
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1. 12

管理運営

学校教育法及び国立大学法人法に基づき、教授会を設置するとともに、所長のリーダーシップの下、研究所
運営の重要なテーマを立案する所長補佐室を設置し、様々な課題に対応している。
また、教授会に参加していない助教や技術職員の意見を反映させるため、所長と助教および所長と技術職員
との懇談会を毎月開催し、教授会の審議状況を伝えるとともに意見交換をおこなっており、教職員のニーズ
の把握を積極的に行っている。

1. 13

出版・広報活動

（１）出版物
定期的な出版物は次に示すものがあり、何れも発行は年度当たり一回である。
・電子工学研究所研究概要
組織、予算、職員、部門紹介と研究課題、共同研究プロジェクトなどを記載
・電子工学研究所パンフレット
研究所の研究内容、組織、部門分野研究課題などを簡単に記載

（２）インターネットによる広報
本研究所のホームページ（http://www.rie.shizuoka.ac.jp/index.html）は、静岡大学のホームページ（http://
www.shizuoka.ac.jp/）にリンクしている。研究所の概要、各部門紹介、共同研究、大学院教育、施設 ･ 設
備、お知らせなどを掲載している。部門紹介からは各研究室のホームページにリンクし、分野の研究活動な
ど、研究室毎に特徴を持たせた内容で研究活動などを案内している。ホームページの内容は適時更新してい
る。海外の研究者や学生、国内企業の研究者などがアクセスしている。また、ナノデバイス作製・評価セン
ターに設置してある各種装置の利用法の紹介等を公開している。

（３）報道
研究所で得られた成果や研究所が主催となって行った国際会議・講演会、また地域の小中学生への理科教室
の開催など、報道機関を通じて、広報活動を行っている。
（資料１－９

新聞報道）

（資料１－ 10

テレビ放送）
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平成 20 年度－平成 24 年度
（2008 年 4 月―2012 年 5 月）
研究教育活動に対する自己評価報告書
平成 24 年（2012 年）5 月 31 日

静岡大学電子工学研究所の研究教育活動に対する外部評価
はじめに
本研究所の発祥は、大正 13 年（1924 年）、静岡大学工学部の前身である浜松高等工業学校において、高
柳健次郎のテレビジョン研究が行われた電視研究室にさかのぼります。当時はテレビジョンを「電視」と言
い、日本での開催が予定されていたオリンピックの「電視」放送に向けて、国と一丸となって開発が進めら
れました。しかし、第二次世界大戦により、
「電視」放送は実現されず、テレビジョンの研究もストップす
ることになります。しかし、戦後昭和 24 年（1949 年）、この研究が礎となって、電視研究室は新制静岡大
学工学部附属の電子工学研究施設となり再スタートすることになりました。その後昭和 40 年（1965 年）新
制大学で唯一の理工系附置研究所「電子工学研究所」なりました。
当研究所は、当初 6 部門で発足し、その後部門増により 9 部門となり、さらに平成元年（1989 年）には 3
大部門 12 分野に拡充していきました。当時より研究所は研究の柱として「イメージングとセンシング」を
標榜し、「画像科学の研究拠点」なることを目的としてきました。そのために、常に研究成果の検討と研究
体制の改革とを図る必要があり、今日までに 5 回に及ぶ外部委員による評価・提言を頂いてきました。
2004 年、法人化によって国立大学法人静岡大学 電子工学研究所として発足した当研究所は、
「感性豊かな光・
画像コミュニケーションの実現」を 21 世紀の研究課題として位置づけ、これを実現するために、旧来の電子・
光子の集団的取り扱いとは異なり、個々の電子・光子を取り扱う新しい「画像科学」、すなわち「ナノビジョ
ンサイエンス」を提案しました。2004 年度には文部科学省 21 世紀 COE プログラム「ナノビジョンサイエ
ンスの拠点創成」が採択され最高ランクの事後評価を得ました。2007 年度には、最高ランクの事後評価を
得た文部科学省知的クラスター創成事業（第Ｉ期）に引き続き、知的クラスター創成事業（第 II 期）
「浜松
オプトロニクスクラスター」が採択され、「オプトロニクス技術の高度化による安全・安心・快適で持続可
能なイノベーション社会の構築」を基本理念として、事業を推進しました。これも、A ランク（6 地域中 2 位）
の中間評価を得ています。2009 年度には、歴史的な偉業に対して与えられる国際電気電子学会（IEEE）マ
イルストーンが「電子式テレビジョンの開発」に対して認定されました。さらに、文部科学省特別教育研究
経費として 2005-2006 年度「画像エレクトロニクスの研究創成事業」,2009-2013 年度「異分野技術の融合に
よる革新的画像工学創成事業」が採択されています。
現在、研究所は、静岡大学が設定しました重点研究 4 分野の 1 つである「極限画像科学（advanced
nanovision science）の研究」を進めることにより、「光・画像科学分野の世界研究拠点」となることを目的
としております。
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この実現のために、研究所の研究活動を再度評価し、今後の研究所の活動や運営に反映させることが重要で
す。外部評価委員の先生方には、ご多忙中にも拘わらず、突然の申し出を快くお引き受け頂きました。まこ
とにありがとうございます。研究所の教職員を代表しましてお礼申し上げます。
評価項目が研究所の組織、研究活動、教育活動、社会・国際活動および将来構想、と非常に広範囲に亙り、
ご苦労をお掛けするのは心苦しい限りですが、これも研究所の意気込みの現われとお察し下さり、是非とも
忌憚のないご意見・ご提言をお願い申し上げます。
平成 24 年 5 月 31 日
静岡大学電子工学研究所 所長
三

村

秀

典

１．組織と概要
1. 1

設置目的

電子工学に関する学理及びその応用の研究

1. 2

理念

静岡大学電子工学研究所は、
「創造」と「学術は先覚を尊ぶ」を信条とし、今後の高度情報化社会における
人類の幸福を希求するために、光 ･ 電子工学領域の先端科学技術の研究開発を通して科学技術の進展及び産
業振興に貢献すると共に、その成果を高度専門研究者 ･ 技術者の養成に資する。

1. 3

目標

（研究）
感性豊かな光・画像技術の実現を 21 世紀の課題として位置づけ、国や地域の科学技術政策における重点項
目に深く係る光・画像科学分野において、
( １) イメージテクノロジー領域、ナノテクノロジー領域、学際領域に関する先導的研究の展開
( ２) 技術移転・特許化による産業の振興への貢献
( ３) 国際研究拠点の形成
を研究目的とする。

（教育）
主体性、自律性を持つ独創性豊かな研究者・技術者を育成するために、光 ･ 電子工学の研究活動を通じて創
造科学技術大学院（博士課程 3 年）、工学研究科（修士課程 2 年）、情報学研究科（修士課程 2 年）、工学部、
情報学部における教育を支える。

（社会・地域・国際化）
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共同研究や研究連携を通じて産業発展や新しい産業創出に寄与する。特に光 ･ 電子関連の地域産業の発展に
貢献する。また、外国籍の客員研究員、訪問研究者及び大学院留学生を積極的に受け入れると共に、国際的
連携の基に諸外国との共同研究を推進する。

1. 4

研究の特徴

上記の研究目的を達成するため、本研究所は、以下の特徴的な研究活動を行っている。
{I} イメージングデバイス
新機能イメージセンサーの開発とシステム化、高度情報抽出放射線イメージセンサーの開発、電界放出
電子源の開発 , ナノカーボン系デバイスの開発、ナノ材料、MEMS・真空ナノサイエンスを用いたイメージ
ングデバイスの開発、身の回りの物体や環境とユーザとのインタラクションの拡張
{II}

単電子応用デバイス

ドーパント原子デバイスと単一フォトン検出、ナノデバイスを用いた高感度センシングと低消費電力情報処
理
{III}

新規発光材料と光機能デバイス

新規蛍光体の開発、ディスプレイ・光源応用発光材料、酸化物光半導体デバイス、
光増感化合物を用いた光機能素子、応力発光薄膜用材料
{IV} エネルギー変換機能材料
色素増感太陽電池の開発、シリコン系太陽電池の開発、窒化炭素系太陽電池の開発、熱光起電デバイスの開
発、熱電変換デバイスの開発、アルカリイオン含有熱酸化膜によるエレクトレットデバイスの開発
{V} 生体・バイオ領域
脳内深部温度無侵襲計測とストレス反応、DNA 分子の電気計測、トラッピング技術、
生体情報の画像処理
{VI} 基礎・学際領域
ナノ材料を用いた MEMS・真空ナノデバイスの開発、表面・界面における原子スケールでの構造制御、クロー
バーリーフパターンの起源究明
（資料別冊

1. 5

教員研究概要 (2 ページ )、教員活動概要 (10 ページ以内 )）

組織の特徴

（１）組織の構成
研究所は、上記の研究目的の下、3 領域の研究を相互に関連づけて効率良く推進するため、研究部門として
「国際ナノビジョン研究推進センター」、「ナノデバイス材料部門」、「新領域創成部門」を置いている。また、
附属施設として、ナノデバイス作製・評価装置を集中管理し、広く国内外の研究者に開放することを目的に、
「ナノデバイス作製・評価センター」を置いている。
（資料１−２

組織及び職員）
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（２）教員の構成と配置
研究所は 28 名の教員（教授 11 名、准教授 9 名、助教 7 名、特任助教 1 名）で構成されている。「国際ナノ
ビジョン研究推進センター」には教授 7 名、准教授 5 名、助教 5 名、特任助教 1 名、
「ナノデバイス材料部門」
には教授 2 名、准教授 4 名、助教１名、「新領域創成部門」には教授 2 名、助教 1 名が所属している。うち、
教員 2 名を「ナノデバイス作製・評価センター」に配置している (1 名はセンター長を併任 )。また、「国際
研究拠点」を形成するため、外国人客員教授１ポストを用意し、年 3 名を招聘している。また、特別教育研
究経費を利用し、多数の客員教授を招聘し、国際共同研究を推進している。
（資料１−２

組織及び職員、資料５−３

外国人客員教授の受入状況）

（３）任期制の採用
新しい知見・技術を導入し、他分野他組織との人的交流を積極的に促進する目的で、2002 年度新規採用の
教員から任期制を導入した。2012 年 5 月 31 日現在における任期は、教授「5 年任期、2 回再任可」、准教授「5
年任期、1 回再任可」、助教「5 年任期、1 回再任可」である。再任は、学内外の有識者からなる「再任委員会」
の評価結果を基にし、研究・教育実績を詳細に評価して決定している。現在までに再任審査を受け、再任さ
れた教員は教授 7 人、准教授 4 人、助教 5 人である。（資料１−３

教員の任期制導入状況）（資料１−４

教員の再任審査）
（４）テニュアトラック制度の推進
(a) 科学技術振興調整費若手研究者の自立的研究環境整備促進事業「若手グローバル研究リーダー育成プロ
グラム」（2008-2012 年度）
静岡大学が重点的に取り組む研究領域であり、ビジョンサイエンスと直接関連する光・電子・情報分野及
び生命・環境科学において、教員の質向上の観点から、テニュアトラック制度を中心とする人材システム改
革を行い、若手研究者が自立的に研究に集中できる研究環境（資源の優先配分、研究支援体制の充実、十分
な研究スペースの確保、研究以外の負担軽減等）を整備し、高い見地からの指導・支援の下、優れた研究成
果を上げつつ研究能力の向上を図っている。同時に、将来の指導者として必要な、リーダ−シップ、マネー
ジメント能力、教育能力等の涵養を図っている。
上記プログラムで静岡大学が新たに採用した 10 名のうち 3 名（特任准教授 1 名、特任助教 2 名）に対し
ては研究所がプログラム終了後のポストや研究スペースを用意しており、研究所の教員がメンター（助言者）
となって積極的に支援している。これにより研究所全体の研究力向上を図るとともに、大学全体の人事改革
にも協力している。

(b) 2011 年度科学技術人材育成費補助事業「テニュアトラック普及・定着事業（機関選抜型）」
（2011-2015 年度）
上記「若手グローバル研究リーダー育成プログラム」への取り組みが文部科学省に認められ、2011 年度
には「テニュアトラック普及・定着事業」に工学部及び電子工学研究所が選定された。電子工学研究所にお
いては、平成 23 年 12 月 1 日に助教 1 名が着任し、研究所のメンター教員の支援の下、静岡大学の重点 4 研
究分野のひとつである「極限画像科学」に貢献すべく積極的な研究活動を行っている。

− 395 −

1. 6

教員の異動状況

2008 年度以降では、転入（配置換を含む）の教員は 8 名、転出（定年退職を含む）の教員は 4 名であり、
年度平均の教員の流動数は 3 人程度である。
（資料１−５

1. 7

教員の転入転出に関わる異動状況）

研究支援体制

2012 年 4 月から技術部が組織され、8 名の技術職員が共同研究支援部門に所属している。この中で 4 名が「ナ
ノデバイス作製・評価センター」に配置し、大型機器や特殊機器の保守 ･ 点検 ･ 操作、教員の研究補助、特
殊技術作業など、研究支援に関わる全ての業務を担当している。大型装置や特殊装置には装置毎に教員と技
術職員からなる委員会を設け、研究活動の円滑化に結び付けている。クリーンルームには高精度の電子描画
装置を始め、ナノデバイス作製のための各種装置を設置しており、研究所教員と技術職員が中心となり、ク
リーンルームの管理保守に携わっている。また、ガラス細工室には、ガラス細工を専門とする技術職員を配
置しており、電子工学研究所のみではなく、工学部、農学部、理学部や外部から特殊なガラス細工の委託に
対応している。
学内外の各種講習会等に参加することを奨励して技術職員の技術向上を図ると共に、各種資格の取得を通じ
て研究所の安全衛生管理体制の補強を進めている。さらに学内の技術報告会において、研究支援業務や技術
開発などによって得られた成果、創意工夫を報告している。
事務系の組織として、事務長が事務を掌握し、総務係 2 名、大学院係 3 名を配置し教員の研究教育を支援し
ている。また、所長をサポートするために、3 名の特任教授を配置している。この中で、特別教育研究経費「異
分野技術の融合による革新的画像工学創成事業」活動を推進・支援のために、特任教授 1 名と事務員 1 名が
担当している。
（資料１−２

1. 8

組織及び職員）（資料１−６

技術職員の研修・講習会等参加状況）

外部評価及び自己評価の実施状況

1995 年に、植之原道行氏（日本電気（株）特別顧問，元大学審議会委員）を委員長とする国内学識者 8 名により、
研究活動、社会貢献、国際交流、教育活動、将来計画について評価・提言をいただき（第 1 回外部評価）、
翌 1996 年に経過 1 年における評価委員会の提言の実行を点検した（第 2 回外部評価）。1998 年及び 1999 年
には、ミチャエル・ミラー氏（カナダ国ビクトリア大学工学部長）他国外研究者による第 3 回外部評価を、
2002 年には、濱川圭弘氏（立命館大学

総合情報センター長，前副総長・前副学長）を委員長とする国内

学識者による第 4 回外部評価を行い、研究所の評価・提言をいただいた。また、2006 年度には 2002 年度か
ら 2006 年度における中期目標・中期計画に対する達成度の自己点検を行い、自己評価書を発行した。平木
昭夫氏（大阪大学大学院工学研究科附属フロンティア研究センター特任教授、大阪大学名誉教授）他国内学
識者により、研究活動、教育活動、社会連携、国際交流、将来計画について評価・提言をいただいた。
（資料１−７

外部評価の実施状況）
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1. 9

財務

2008 年度から 2011 年度までの経費は、次の表の通りである。年度により科学研究費補助金及び外部資金（共
同研究費、受託研究費、奨学寄附金）に変動はあるが、人件費を含めた運営費交付金も加えると、過去 4 年
間における総経費の平均額は約 9 億 2 千万円である。内訳は、人件費が約 4 億 5 千万円、物件費約 1 億 1
千 5 百万円、科学研究費約 9 千万円、共同研究費約 2 千 5 百万円、受託研究費約 2 億 3 千万円、寄附金約 9
百万円である。2008 年度と比べ、2011 年度の科学研究費が 2 倍になっているのは、基盤研究 (S) の採択による。
また、後述するように 2007 年度から文部科学省知的クラスター創成事業（第 II 期）「浜松オプトロニクス
クラスター」、2009 年度から特別教育研究経費「異分野技術の融合による革新的画像工学創成事業」といっ
た大型プロジェクトを獲得しており、毎年約 2 億 3 千万円の受託研究費を獲得している。

表１−１

研究所の財務内容

（単位；千円）

科目

2008 年度

2009 年度

2010 年度

2011 年度

合

計

人件費

436,000

421,000

477,000

478,000

1,812,000

物件費

83,000

93,000

123,000

163,000

462,000

科学研究費

95,010

67,270

65,280

132,910

360,470

共同研究費

33,421

20,073

26,363

21,285

101,142

受託研究費

248,715

227,416

224,459

220,642

921,232

寄附金

8,000

10,200

10,300

6,500

5,000

計

904,146

838,959

926,402

1,022,337

3,691,844

（科学研究費は間接経費を含む）
1. 10

資源配分

教員の研究基盤を確保するために、全教員に校費を分配しており、その配分比は教授：准教授：助教に対し、
3:3:1 である。学外から採用された教授に対しては、初年度研究立ち上げ経費を配分している。また、若手
研究者への研究支援と分野横断的研究プロジェクトの遂行を支援するために、学長特別裁量経費 (I) を原資
として配分している。
（資料１−８

1. 11

学長特別裁量経費 (I) を原資とした分野横断的プロジェクト）

施設・設備の活用と整備

2007 年度にナノデバイス作製・評価センターを設置し、所内の汎用性の高い作製、評価装置を集約するこ
とにより、学内外の共同利用に供している。走査透過型電子顕微鏡、走査型電子顕微鏡、分析走査型電子顕
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微鏡、収束イオンビーム加工装置、X 線回折装置等の装置は、学内外から利用者があり、ほぼ 100 % の稼
働状態にある。クリーンルームには、特別教育研究経費（創造科学技術大学院）により電子描画のスペック
としては現状では最高レベル（最小描画ライン幅が７nm）の電子描画装置や反応性イオンエッチング装置、
ECR スパッター装置など各種装置を設置し、共同利用を図っている。これらの装置は、電子工学研究所お
よび工学部合わせて 25 以上の研究室が利用している。

1. 12

管理運営

学校教育法及び国立大学法人法に基づき、教授会を設置するとともに、所長のリーダーシップの下、研究所
運営の重要なテーマを立案する所長補佐室を設置し、様々な課題に対応している。
また、教授会に参加していない助教や技術職員の意見を反映させるため、所長と助教および所長と技術職員
との懇談会を適宜開催し、教授会の審議状況を伝えるとともに意見交換をおこなっており、教職員のニーズ
の把握を積極的に行っている。

1. 13

出版・広報活動

(1) 出版物
電子工学研究所パンフレットと研究ダイジェストを発行し、研究所の研究内容、組織、部門分野研究課題な
どを紹介している。

(2) インターネットによる広報
本研究所のホームページ（http://www.rie.shizuoka.ac.jp/index.html）は、静岡大学のホームページ（http://
www.shizuoka.ac.jp/）にリンクしている。研究所の概要、各部門紹介、共同研究、大学院教育、施設 ･ 設
備、お知らせなどを掲載している。部門紹介からは各研究室のホームページにリンクし、分野の研究活動な
ど、研究室毎に特徴を持たせた内容で研究活動などを案内している。ホームページの内容は適時更新してい
る。海外の研究者や学生、国内企業の研究者などがアクセスしている。また、ナノデバイス作製・評価セン
ターに設置してある各種装置の利用法の紹介等を公開している。

(3) 報道
研究所で得られた成果や研究所が主催となって行った国際会議・講演会、市民が参加するテクノフェスタ
in 浜松や地域の小中学生への理科教室の開催などについて、報道機関を通じて広報活動を行っている。
（資料１−９

新聞報道）

（資料１− 10

テレビ放送）
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２．研究活動
2. 1

主な研究成果

2008 年度からの研究所教員の主な研究成果は下記の通りである。

{I} イメージングデバイス
[A] 新機能イメージセンサーの開発とシステム化（川人祥二、香川景一郎、安富啓太）
(1) スーパーハイビジョン用 33 M 画素 120 fps イメージセンサの開発
NHK 放送技術研究所との共同研究により、次世代超高臨場感映像システム ( スーパーハイビジョン）
への応用を目指し、33 M 画素において 120 fps での撮像が可能なイメージセンサを開発した。
(2) 極微弱蛍光の寿命を画像化するイメージセンサの開発
完全空乏化したフォトダイオード内の電界制御を用いた極短時間での微弱発光を捉える時間分解型撮像
素子として、Draining Only Modulation 方式を提案・試作した。数 ns の寿命をもつ 2 種類の蛍光プロー
ブで染色した細胞に対して、両者の減衰過程を区別して撮像できることを示した。
(3) 極低雑音・広ダイナミックレンジイメージセンサの開発
フォールディング積分型 A/D 変換と巡回型 A/D 変換を連続して行う新しいデジタル信号読み出し方
式により、1 電子未満のノイズレベル、82 dB のダイナミックレンジ、18 ビットの階調を実現した超高感
度イメージセンサの試作に成功した。また、30 fps 以上のフレームレートの実現と低ノイズ (1.2 電子 ) を
両立し、ダイナミックレンジも 85 dB まで高めることに成功した。
(4) 低ノイズグローバルシャッタと高速度イメージセンサへの応用
2 段電荷転送方式の新しい低ノイズグローバル電子シャッタの開発に成功した。CMOS 撮像素子のグ
ローバルシャッタとしては、最も低いノイズ性能 (2.7 電子 ) を実証した。これを応用した高速高感度イメー
ジセンサの開発を大学発ベンチャー企業に技術移転、科学技術振興機構 (JST) の 研究成果最適展開支援
事業 (A-STEP)「本格研究開発ステージ 実用化挑戦タイプ」の採択を経て、製品化され、1.3 M 画素にお
いて 2000 pfs と 5 電子未満のノイズレベルを得た。現在、サンプル品の販売を開始している。
(5) 空間光通信 2 次元アレイレシーバ・画像センサの開発
高速 LED を用いて自由空間を使って長距離 (100 m 以上 )、高速 (10 Mbps 以上 ) での光通信を行う新
機能イメージングデバイスを開発した。光源のトラッキング機能とアドレッシング機能を確認するとと
もに、170 m の距離で 10 Mbps での空間光通信が可能であることを示した。前方を走行する車で撮像し
た画像を後方車がモニタし、前方の車の 2 つのテールランプの距離の情報から後方車が車間距離をリア
ルタイムに計測する車載実験に成功した。
(6) 画角可変拡張被写界深度偏光複眼内視鏡システムの開発
1 つのイメージセンサにレンズアレイを組み合わせた最小のマルチカメラシステムの内視鏡応用を進め
た。複眼カメラに可動ミラーを組み合わせることで、平行視と交差視を切り替え、広角撮像・近接多視
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点撮像・3 次元撮像を可能とした。さらに、偏光照明とレンズ偏光フィルタを利用した生体の観察深度制
御、球面収差を利用した拡張被写界深度技術および小型レンズアレイ製造技術などを併用し、高機能な
次世代内視鏡の実現を目指している。
(7) マルチアパーチャ低ノイズ・高感度カメラシステムの開発
低ノイズ CMOS イメージセンサと撮像レンズのセットを 2 次元状に密に配置したマルチアパーチャシ
ステムにおいて、ノイズが最小となるように画素単位でアパーチャの組み合わせを選択することで、極
微弱光環境下で高感度・低ノイズ・高ダイナミックレンジの撮像を可能とする技術を開発している。
(8) 小型マルチビーム共焦点顕微鏡システムの開発
イメージセンサ自身にピンホールアレイの効果をもたせた新規 CMOS イメージセンサを用い、正方格
子状に配列したマルチビームにより観察試料を 2 次元的に走査することで、従来必要とされてきたマイ
クロレンズアレイ円板を必要しない小型マルチビーム共焦点顕微鏡を開発している。
(9) 多点同時計測蛍光相関顕微鏡システムの開発
蛍光相関顕微鏡は、蛍光分子の大きさや数を識別可能である。これを多点同時に観察可能な CMOS イ
メージセンサを開発している。これにより、細胞内外の分子の動きを観察できる。
(10) 超高速複眼撮像システムの開発
計算機処理を前提とした、ナノ秒以下の時間分解能で高速現象を観察できる新しい高速イメージセンサ
を開発している。任意の時系列パターンでナノ秒オーダの高速シャッタが切れるサブイメージセンサを 2
次元状に配列し、それぞれのサブイメージセンサを互いに独立なシャッターパターンで駆動する。逆問
題を解くことで、ナノ秒以下の時間分解能の時系列画像を復元する技術の実現を目指している。

[B] 高度情報抽出放射線イメージセンサーの開発（青木徹、三村秀典）
(1) 高計数率フォトンカウンティング X 線検出器の開発
フォトンカウンティング法は X 線・ガンマ線のフォトン 1 個ずつのエネルギーを判別でき、高い検出
感度を持つ方法として放射線スペクトル測定に用いられてきた。しかし、非破壊検査等のイメージング
のためにはダイナミックレンジの上限が小さいため、撮像に非常に長い時間をかける必要があった。極
低ノイズ CdTe センサーユニットと超低ノイズアナログ回路、高速デジタイズ及びデジタルフィルター
による立ち上がり波形を利用したフルデジタル検出器を完成させ、実使用条件で従来の 10 倍以上の高速
処理を実現した。また、フォトンカウンティング検出器で得られるエネルギー情報を用いて CT を撮像
することにより、材料識別についても原子番号、電子密度の CT マッピングが可能であることを示した。
これらの成果の一部を元に、成果の実用化に向け平成 23 年 4 月に静岡大学発ベンチャー企業（株）
ANSeeN 起業ベンチャー企業を設立した。
(2) 高空間分解能Ｘ線イメージングデバイスの開発
X 線イメージセンサーにおいて 10μm 以下の空間分解能を実現する為に、電子ビーム読み取りによる
撮像管の開発を行った。X 線受光素子である CdTe ダイオードの極性と電子照射膜の 2 次電子放射効率
のエネルギー依存性を利用する事で、電子 / ホール読み取りの原理検証実験に成功した。また 200μm の
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ステンレスワイヤーの画像化に成功した。
[C] 電界放出電子源の開発（三村秀典、根尾陽一郎、青木徹、木下治久）
(1) 多段ゲート静電レンズ一体型電界放出微小電子源の開発
超高精細用イメージングデバイス（撮像、表示）、超小型電子顕微鏡、マルチカラム電子線リソグラフィ
の実現を可能にする電子ビームを集束できる多段ゲート静電レンズ一体型電界放出微小電子源を開発し
ている。現在までに、2 段、4 段、5 段の多段ゲート静電レンズ一体型電界放出微小電子源を世界で初め
て試作した。また、電子ビーム径の評価方法として、独自のナイフエッジ法を開発した。5 段ゲート電界
放出微小電子源において、電界放出微小電子源では世界初の電子ビームのクロスオーバ（焦点）の形成
に成功した。
微小電子源の新光源への応用として、微小電子源を用いた小型Ｘ線管、真空紫外小型エキシマ光源、ス
ミスパーセル放射を用いた赤外光源を提案し、原理検証を行った。
(2) 新規なフォトカソードの開発
テラヘルツ帯自由電子レーザ用の高速電子ビームパルスを放出できる電子源の実現を目指して、表面プ
ラズモン共鳴を用いた新規なフォトカソードを提案し試作した。その結果、プラズモン共鳴による光電
子放出を観測した。
(3) 平面状アモルファス炭素膜を用いた電界放出用面電子源の開発
スーパーマグネトロンスパッタ法を用いて、面状電子放出用非晶質窒化炭素膜を作製した。
Ar/N2 ガス圧を 30-100 mTorr と大きく変化させ、下電極に高周波電力を印加しながらガス圧を下げる
と光学的バンドギャップは 0.5eV 程度まで大幅に低下した。硬度は 28GPa 以上に増大し、石英ガラスの
硬度 22 GPa を大幅に上回った。この窒化炭素膜を面電子源として電界電子放出用素子に応用したところ、
30 mTorr にて作製した膜が最も低い電界電子放出特性を示し、11 V/ μ m の低閾値電界特性が得られた。

[D] ナノカーボン系デバイスの開発（天明二郎、中村篤志、三村秀典）
(1) 大面積グラフェン合成の研究
2 次元カーボンナノチューブ (CNT) の電子光エレメントの可能性が指摘されているが、制御の困難さが
あった。Cu, Ni 等の金属触媒なしでアルコール CVD 直接成法を用いて酸化物結晶基板上に均一・大面積
グラフェンの合成の可能性を検討した。グラフェン FET の基本動作にも成功し、透明導電膜への展開も
念頭に、シート抵抗値と光透過率の関係を明らかにした。また、π電子系特有の化学ドーピングによる
抵抗低減の可能性を検討しており、実際の透明ショットキー電極への展開を進めている。ドメインサイ
ズの大きなグラフェン層合成の可能性を、成長温度、雰囲気ガス、基板等各種成長条件を見直し追求し
ている。
(2) カーボンナノチューブの合成
0.1 mm/min 以上の成長速度を持ち、かつファイバー化が容易な CNT 成長技術を開発している。この
CNT を用いた CNT 超音波スピーカーを提案し原理検証を行った。
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[E] ナノ材料、MEMS・真空ナノサイエンスを用いたイメージングデバイスの開発
（中本正幸、ムン

ジョンヒョン）

(1) 3 次元超高精細ディスプレイ用世界最小 / 世界最高安定度ナノ構造エミッタの開発
独自考案の転写モールド法を用いて世界で初めて任意にナノオーダーで先鋭度、駆動電圧を制御し、世
界最小の基底部長さ 36 nm（従来最小は 2001 年米国 MIT が試作した 100 nm であるが不均一形状のため
不成功）
、先端曲率半径が 2.6 nm、大面積可能なナノ構造エミッタを試作し、従来、抵抗バラスト層形成
したエミッタで 5-100 %、抵抗バラスト層無しのエミッタでは 100 % 以上にも達した電流変動を、抵抗バ
ラスト層無しで世界最小の± 1.6 % に低減させ、世界最小 / 世界最高安定度ナノ構造エミッタの開発に成
功した。国際ディスプレイ学会（SID）に次ぐ、採択論文数 534 件参加者 1800 人の IDW'11 の最優秀論
文賞を受賞し、真空ナノデバイス実現の大きな一歩を得た。
(2) 大面積ディスプレイ用超低仕事関数耐環境性ナノ構造エミッタの開発
従来、全く研究されていない、単体金属中で最も低いが不安定な Cs (1.9 eV) よりも低い仕事関数 1.6
eV を有し、安定な導電性セラミック材料を発見した。エミッタ先端曲率半径を 1 ～数 nm にまで先鋭化し、
基底部長さを 220 nm まで微小化することで、Turn-on field を 40 V/ μ m から 22 V/ μ m まで減少させ、
世界初の超低仕事関数ナノ構造エミッタの作製に成功した。
(3) 独自提唱の未来照明フィールドエミッションランプ (FEL) 及び FEL/FED 用蛍光体の開発
水銀を用いず環境負荷の無い、面光源、異形光源作製可能な新コンセプトの Field Emission Lamp（FEL）
を提唱し、半世紀近く用いられてきた ZnS 系緑色蛍光体の輝度を約 30 % も上回る新規希土類蛍光体を
開発した。また、新規ナノカーボンフィールドエミッタと組み合わせ、既存の水銀使用蛍光ランプと同
等以上の実効発光効率のフィールドエミッションランプの試作に成功した。世界最大で最も権威ある国
際ディスプレイ学会（SID2008、参加者約 1 万人、ロサンゼルス、米国、論文数 840 件）で最優秀論文賞
を受賞した。
(4) MEMS/NEMS 技術を用いた次世代ディスプレイ、次世代光通信用デバイスの開発
駆動力が大きく高速動作も可能な圧電回折型 MEMS ディスプレイ・光通信用ライトバルブデバイス
の研究に着手し、PZT を用いた幅 100 μ m、高さ 100 μ m 等の圧電アクチュエータを試作した。100
kHz, 100 V 以下の低電圧で必要な変化量 145 nm 以上、0.1 μ sec の高速応答が得られ、圧電駆動回折型
MEMS ディスプレイの基本要素技術を確立した。
(5) 量子ドットを用いた低電圧駆動、低消費電力、広色度領域発光デバイスの開発
量子ドットを用いた発光デバイス研究を開始した。転写モールド型構造の発光デバイスは、単純に平面
基板上に形成した従来の平面型構造に比較し、207 倍もの高輝度が得られることが判明し、量子ドット発
光デバイスの可能性が拓けた。

[F] 身の回りの物体や環境とユーザとのインタラクションの拡張（カネフ

カメン）

身の回りの物体や環境とユーザとのインタラクションを拡張する新しい位置トラッキング手法に基づ
き、自然で自己説明的なインタフェースを実現することを目指した。(1) 物体表面に情報を埋め込む技術

− 402 −

であるデジタル情報担体、(2) その応用である印刷媒体における紙面位置に応じたフィードバック、(3) 動
的デジタル・コンテンツを提供するインタフェース、(4) 情報交換や教育等のためのデジタル技術により
拡張された文書、(5) 視覚障害者のサポートやロボットの空間認識のための環境に対する情報埋め込み、(6)
協調学習のためのフレームワーク、(7) テーブル型タッチスクリーン・コンピュータを使ったセマンティッ
ク・サーフェス並びに音楽セラピーのための音響インタラクションを設計した。

{II}

単電子応用デバイス

[A] ドーパント原子デバイスと単一フォトン検出（田部道晴、ダニエル
(1) ド

モラル）

ーパント原子（P ドナー）を量子井戸として利用した単一ドーパント原子デバイス群（トランジスタ、

メモリ、単電子転送、フォトン検出）の原理実証を行った。特に重要なトランジスタについては、Si チャ
ネル中に P ドナーが多数存在する状態でもチャネル形状を最適化すれば、1 個のドナー原子が電流の立
ち上がり特性を決めることを発見した。また、メモリデバイスの基礎となる現象として、チャネル中の 2
個のドナー原子の間で電子が行き来することに伴う I-V 特性のヒステリシスを観測した。
(2)

ゲート電圧の周期振動によって、複数のドナー原子を順次トンネルさせる単電子転送機能を明らかにし
た。また、Si チャネル中の P ドナー原子 3 個が立ち上がり特性を決めているデバイスを選別し、単電子
転送機能を実証した。

(3)

フォトン 1 個の吸収が、ドナー原子を介した単電子トンネル電流のランダムテレグラフシグナルを発生
させる機構を明らかにした。光誘起電子が近傍のドナー原子に捕獲されること、および一度捕獲された
電子は小さな障壁を超えて自発的に放電されることがわかった。

(4)

極低温 KFM という素電荷観察法を立ち上げ、チャネル内の P および B の原子レベルの検出に成功し
た。また、チャネル中のリンドナーに電子がトラップされていくようすを統計的に詳しく調べ、単一ドナー
の場合は電子 1 個の注入で階段的に電位が平坦化することを明らかにした。また、極低温と室温におけ
るリンドナー原子への電子のトラップの様子を比較検討し、その結果、極低温では電子が局在化してい
るが、室温では伝導帯の電子が空間的に広がっている効果が観測された。

(5) 国際半導体ロードマップ 2011 版で、新規技術としてドーパント原子デバイス・プロセスが初めて紹介さ
れた。これはドーパントの配置揺らぎに伴うデバイス特性のばらつきが従来型の SiMOSFET の微細化を
阻むようになってきたため、革新的なデバイス・プロセスの誕生が待たれていることを反映している。

[B] ナノデバイスを用いた高感度センシングと低消費電力情報処理（猪川洋、佐藤弘明）
(1) SOI MOSFET による単一フォトン検出の検討
ゲート長 70 nm, チャネル幅 110 nm 程度の SOI MOSFET が単一フォトン検出器として動作し、ドレ
イン電流のヒストグラムは光励起されゲート下に捕獲されたホール数に対応してピーク分離することを
見出した。入射フォトン数を変えた時のピーク高分布の変化は、ホール数に依存したホール再結合寿命
を仮定したレート方程式を用いて説明できることがわかった。
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(2) 表面プラズモン (SP) アンテナ付き SOI フォトダイオードの検討
Au, Ag, Al などの材料からなるライン・アンド・スペース (L/S) 状 SP アンテナを SOI 横型 pn 接合フォ
トダイオードに適用し、100 nm 程度の薄い Si 層に対しても可視域で 1 桁以上の感度向上が得られること
を実証した。本アンテナの利用により、様々な波長フィルタ特性や偏光フィルタ特性を持ったフォトダ
イオードを一つのチップ上に作製できることを示した。動作機構についても詳細な検討を加え、フォト
ダイオードの Si 層から成るスラブ導波路中の伝播波長が L/S のピッチに一致する場合に鋭い光吸収（感
度向上）が生じることが明らかになった。また、類似の感度向上効果が SOI フォトダイオード表面に分
散させた Au 微粒子によって得られることも確認した。
(3) 単電子転送デバイスにおける電流ノイズの解析
2 個の MOSFET が直列接続された形式の単電子転送デバイスの室温および低温における低周波ノイズ
を解析し、ノイズレベルは電流ではなく転送パルス周波数に比例すること、転送動作時のノイズは DC
動作時より少ないこと、低温でノイズは大幅に増えることなど興味深い結果を得た。界面電荷の変動と
転送電流ノイズを結びつける式を提案し、実験結果が説明できることを示した。
(4) RF 反射法による MOSFET 単電子検出器高速化の検討
単一フォトン検出や単電子転送による情報処理の高速化を目指して、RF 反射信号を観測する手法を検
討した。ゲート長 70 nm の MOSFET を用いて室温にて 3 MHz の電荷信号を 1.7 × 10-3 e/Hz の感度で検
出できることを見出した。

{III}

新規発光材料と光機能デバイス

[A] 新規蛍光体の開発（原和彦、小南裕子、光野徹也、三村秀典、根尾陽一郎）
(1) ナノ構造埋込型蛍光体粒子の提案と作製プロセスの開発
従来の均質な材料からなる蛍光体粒子に対し、粒子の一つ一つにナノサイズの単一量子井戸や多数の量
子ドットを埋め込んだナノ構造埋込型蛍光体粒子を提案した。この新しい蛍光体の概念は、量子構造へ
のキャリア局在による非発光過程の抑制および発光効率の向上、量子閉じ込め効果による遷移確率の向
上など、これまでの蛍光体とは異なる高い機能を有する発光粒子の開発手段をもたらす。GaN 系半導体
を材料として採り上げ、化学気相法をベースとした作製プロセスの開発を進め、単結晶 AlN コアの生成
およびその表面への GaN 層の堆積を達成した。
(2) 紫外光源開発に向けた六方晶 BN 粒子の作製と発光制御
深紫外を含む紫外発光材料として優れた特性をもつことが知られている六方晶窒化ホウ素（h-BN）の
粉末に、酸素雰囲気中での熱処理を施すことにより、320 nm を中心とする不純物発光が大幅に増大する
ことを見出した。この試料と、カーボンナノチューブ電子源を組み合わせた Hg フリーの紫外ランプを試
作した。さらに、215 nm 帯のバンド端発光の高効率化のために、高い結晶性と純度の h-BN 粒子を合成
するための化学気相プロセスの開発を進めている。
(3) 広色域ディスプレイ用 ZnAl2O4:Mn 緑色蛍光体の高輝度化
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ZnAl2O4:Mn は、511 nm をピークとするバンド幅の狭い発光を示すことから、広色域ディスプレイ用の
緑色蛍光体に適した蛍光体である。この蛍光体について、発光特性が Zn と Al の原料混合比に大きく依
存することを見出し、この知見を基に従来報告値を大幅に超える高輝度化を達成した。また、合成条件
による Mn 発光中心の価数と局所構造の変化、およびそれらと発光特性との関係、バックライト用白色
LED への応用の可能性についても詳細に調べた。
(4) 蛍光体の薄膜化プロセスの確立
SrGa2S4:Eu 薄膜の高輝度化に向け、高温アニールにより薄膜蛍光体としては世界最高の 58,000 cd/m2
を達成した。次いで、作製プロセスの低温化を図るため、ガラス基板に適応可能な 500℃以下での熱処
理にレーザー処理を組み合わせる方法を試みた。KrF レーザー、Nd:YAG レーザーなどを用い、アニー
ル効果の照射条件依存性を調べた結果、Nd:YAG レーザー照射による結晶化と発光の増大が顕著に認め
られた。アニール過程のシミュレーションの結果、KrF レーザーでは表面～数 100 nm の領域において、
Nd:YAG レーザーでは概ね膜全体が熱アニールと同程度の熱処理がされることを示した。
(5) レアメタル・レアアースフリー蛍光体の開発
一般に蛍光体では、希土類元素（レアアース）やレアメタルと呼ばれる稀少元素が多く用いられいるが、
近年の原料価格の高騰のため、安価かつ資源豊富な原料を用いた蛍光体合成が求められている。このよ
うな背景から、酸化亜鉛系材料を用いる蛍光体開発を進め、約 200 ～ 300 nm の高効率な深紫外発光を示
す蛍光体の合成を達成した。
(6) 蛍光体への低速電子線侵入深さの解析
電子線励起における蛍光体への電子の侵入深さの実験的、理論的解析を行っている。これまで、低速領
域においては、その実験的な解明が困難なことから、高速電子線の侵入深さから推察するに留まってい
たが、積層構造に形成した蛍光体薄膜を用い、表面電位の測定を併行して行うことにより、低速電子線
の蛍光体への侵入深さを定量的に求めることができることを初めて示した。
(7) 微小共振器構造をもつ蛍光体の開発
コヒーレント光ディスプレイや方向性ディスプレイなど新概念のディスプレイの実現を目指して微小共
振器を持つ蛍光体を開発している。微小共振器構造を持つ TiO2 や ZnO 蛍光体において、光や電子線励
起において、ウィスパリングギャラリーモードによる光閉じ込め効果を見出した。

[B] 酸化物光半導体デバイス（天明二郎、中村篤志）
(1) 酸化物光半導体を用いた高効率発光・受光・光電変換デバイスの研究
酸化亜鉛 ZnO は室温でバンドギャップ：3.3eV を示し、発光材料のポテンシャルを示す励起子結合エ
ネルギーが 60 meV と非常に大きい特長があり、素子応用として非常に有望である。しかし、バンドギャッ
プエンジニアリング、p 伝導制御並びにデバイスクオリティに問題があるなどの克服すべき課題があった。
非平衡度の高いリモートプラズマ励起・有機金属化学気相堆積法 RPE-MOCVD) を開発し検討を進めた
結果、ウルツ鉱型 Zn(Cd, Mg)O 系薄膜で Mg 組成 25 ％から Cd 組成 60 ％まで組成制御 (Eg=3.7-1.9 eV)
を可能とし、紫外から可視域のバンドギャップエンジニアリングに内外で初めて成功した。さらに、実
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際のデバイス構造として ZnCdO/MgZnO の 3 重量子構造作製に成功し、p-4H-SiC 基板を用いてヘテロ接
合を作製し、R、G、B の EL 発光 LED を実現した。
受光デバイスに関しては、スペイン・マドリッド工科大学 (UPM) E. Muñoz 教授研究グループとの共
同研究で Au-MgZnO ショットキーダイオードを作製、フォトレスポンス特性の評価を行い、そのフィー
ジビリティを示した。また、PV デバイス展開を目指して、高 Cd 組成 ZnCdO 混晶で、可視から近赤外
Eg=1.6 eV まで Eg の低減に成功し、酸化物で太陽光スペクトル吸収に最適な半導体を実現した。実際の
セル適用を念頭に、Zn(Cd, Mg)O: N, In, Cu 等を含む新しい混晶系で p 型導電性 1015 cm-3 台のキャリア密
度を追求している。

[C] 光増感化合物を用いた光機能素子（川井秀記）
（1）三重項−三重項消滅を用いたアップコンバージョン発光と応用
低いエネルギー（長波長）の光を、高いエネルギー（短波長）の光に変換することをアップコンバージョ
ンと呼ばれるが、三重項−三重項消滅を利用することにより、高出力のレーザーを用いなくてもこの過
程を達成することができる。この過程では、ある波長により増感剤が励起され、項間交差により三重項
へ遷移して、発光剤へエネルギー移動が起こる。エネルギーを受け取った発光剤は発光剤同士による衝
突により、三重項−三重項消滅によって、高いエネルギーが生まれる。具体的な成果として、パラジウ
ムを配位させたポルフィリン誘導体（増感剤）とジフェニルアントラセン（発光剤）を混合させること
により、Nd:YAG レーザー ( 第二高調波 532 nm、CW) による光励起から、励起波長より短波長の青色発
光が生じることを示した。さらに、これらを長鎖アルキルアンモニウム塩で置換した疎水化 DNA に分散
することにより、薄膜中でもアップコンバージョン光の発生を達成した。
（2）強発光希土類錯体の開発と発光素子への応用
希土類イオンは優れた発光特性を有しているが、吸収係数が小さいため光励起することが難しい。この
希土類イオンに光捕集機能を有する有機分子を配位させ、励起エネルギーを希土類イオンに移動させる
ことにより、優れた発光材料となると期待される。このような観点から、Eu(III) イオンに異なった有機
分子を配位させることにより、その発光特性 ( 発光スペクトル、発光量子収率、発光寿命 ) の制御が可能
であることを見出した。また、高分子中に分散した媒体においても、光励起によりレーザー発振を生じ
させることに成功した。

[D] 応力発光薄膜用材料の開発（村上健司）
応力発光材料の一つである単斜晶 SrAl2O4 の低温合成法に関する研究を行った。その結果、共沈法で
調整した前駆体を 150 ℃で 24 時間水熱合成し、800℃程度で焼結することにより SrAl2O4 を合成できる
ことを明らかにした。さらに、焼結過程においては、低温での SrCO3 の生成が阻害要因となり、これが
700 ℃以上で分解することにより、六方晶 SrAl2O4、Sr3Al2O6、単斜晶 SrAl2O4 の順で生成されていくこ
とを明らかにした。
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{IV} エネルギー変換機能材料
[A] 色素増感太陽電池の開発（村上健司、下村勝、早川泰弘、ムカンナン
(1)

アリバンナドハン）

色素増感太陽電池用光半導体層の高効率化
TiO2 光半導体層の性能を向上させるために、半導体層上に球状の TiO2 を塗布し、球径と太陽電池性能
の関係を調べた結果、エネルギー変換効率が最大となる球径が存在することを見出した。変換効率の向
上には、球状 TiO2 の光散乱効果が大きく寄与していることを明らかにした。

(2)

色素増感太陽電池用省白金対向電極の開発
スプレー熱分解（SPD）法を利用して塩化白金酸をスプレーすることにより、200℃以上に加熱した
FTO ガラス基板上にナノスケールの白金粒子を堆積することができることを明らかにした。また、400
℃に加熱した基板上にスプレーした場合、直径 10 nm 以下の白金粒子が均一に分布し、スパッタ法で形
成した白金対向電極と同等の性能を有することが判明した。

(3)

色素増感太陽電池用新規光半導体層の開発
通常利用されるアナターゼ相 TiO2 に対して高温で安定で電子易動度の高いルチル相の利用を検討した。
その結果、水熱合成法を利用することにより、ルチル相のナノロッドやナノフラワーなどのナノ構造の
形成を制御できることが明らかとなった。また、色素の吸着量を増加させるには、ナノロッド上にナノ
フラワーを形成することが有効であることを明らかにし、色素吸着量をアナターゼ相の場合より少なく
できる可能性を見出した。

(4) 有機被膜剤が ZnO ナノ結晶の合成と色素増感太陽電池特性に及ぼす効果
4 種類の有機皮膜剤（ヘキサメチレンテトラアミン、N メチルアニリン、エチレンジアミン四酢酸、ト
ライエチルアミン）が酸化亜鉛ナノ結晶特性と色素増感太陽電池特性へ及ぼす効果を調べた。エチレン
ジアミン四酢酸と酢酸亜鉛濃度を制御し、分散の高いナノ結晶合成に成功した。ZnO を光半導体電極と
した色素増感太陽電池を作製し、変換効率 5.1 % を得た。
(5) 色素増感太陽電池に関する研究
色素増感太陽電池では、色素分子と無機半導体の界面構造が重要な役割を担っており、界面構造に関す
る研究を進めている。また、酸化スズを酸化亜鉛で覆った微結晶による太陽電池の特性についても調べ
ている。

[B] シリコン系太陽電池の開発（ムカンナン

アリバナンドハン、早川泰弘）

(1) シリコンへの Ga、Ge 添加効果
市販されているシリコン (Si) 太陽電池の変換効率は約 20 % であり、変換効率のさらなる向上が求めら
れている。太陽電池の変換効率を高くするためには、結晶欠陥発生を抑制することが必要である。Si 結
晶に Ga ドープ濃度を増加させると、少数キャリア寿命が増加すること、Ge 組成が高い程、欠陥密度と
格子間酸素濃度が減少すること等を明らかとした。Ge- 空孔の複合体が不均一核形成センターとして働く
ことで、酸素析出物を形成し、その結果として格子間酸素濃度が減少することを示した。
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[C] 窒化炭素系太陽電池の開発（木下治久）
(1) スーパーマグネトロン CVD による Au/a-CNx:H/p-Si 太陽電池作製
スーパーマグネトロン RF プラズマをパルス変調駆動して a-CNx:H 膜を堆積し、膜物性の評価と伴に
太陽電池の透明電子輸送膜に応用する実験を行った。p-Si 基板上に 25 nm の極薄 a-CNx:H 膜を堆積した
ところ、（UPRF/LORF）が（200/800W）の時最も急峻なダイオード電流特性が得られた。短絡電流が
最大値を示し、エネルギー変換効率 0.81% が得られた。
(2) 環境に優しい太陽電池用の硬質窒化炭素膜の連続放電プラズマ CVD
硬質窒化炭素膜をプラズマ CVD 法により作製した。堆積した炭素膜の光学的バンドギャップは 0.5-0.8
eV、200 mV 以上の開放電圧が得られ、極薄の窒化炭素膜を用いて太陽電池を作製できることを示した。
発電の機構を解明し、半透明の Au/i-C4H10 膜経由にて Si 基板に光を照射して光電子を発生させ、その光
電子を 25 nm 厚の極薄窒化炭素膜で選択的に取り出している事を明らかにした。

[D] 熱光起電デバイス材料の開発（早川泰弘、ムカンナン

アリバナンドハン）

(1) 均一組成混晶半導体バルク単結晶成長技術の開発
熱光発電システムは、熱源により加熱されたエミッターからの放射エネルギーを光電変換セルで受けて
電力を得るシステムである。エミッターと光電変換素子の距離が数 cm と近いため太陽の 100 倍の入射エ
ネルギー密度が得られるが、エミッターからの放射光波長と光電変換セルの受光波長の整合性を取るこ
とが課題である。混晶半導体は組成比の制御により、受光波長を制御できる特徴を有しているが、結晶
成長につれて結晶と溶液の組成が変化するため、均一組成の高品質の結晶成長が困難であった。温度勾
配徐冷法と熱パルス法を組み合わせた新方法を用いて、均一組成の InGaSb バルク結晶を成長させた。
(2) 国際宇宙ステーションにおける混晶半導体結晶成長
混晶半導体バルク結晶に及ぼす溶液対流と結晶面方位の効果を調べるために、宇宙航空研究開発機構と
の共同研究課題として、国際宇宙ステーション内の微小重力環境下実験提案が採択された。宇宙実験ア
ンプルの作製、InGaSb の蒸発率、粘性、濡れ性などの特性測定、安全性試験や様々な地上予備実験を実
施した。宇宙実験試料はロシアのロケットにより、国際宇宙ステーション内に輸送されている。
(3) 混晶半導体結晶の溶解・成長過程のその場観察
半導体溶液は光が透過しないため、通常の光学測定法が適用できず、溶液中の濃度分布測定は困難であっ
た。当研究所で開発した X 線検出器を利用し、温度勾配下に設置した GaSb 種結晶 /InSb/GaSb 供給原
料試料の溶解・成長過程と溶液中の濃度分布変化をその場観察した。その結果、下側に配置した低温の
GaSb が上側に配置した高温の GaSb よりも InSb 融液に溶解しやすいことが示された。流れ分布、濃度
分布の重力レベルに関する数値解析により、上記の現象が重力に起因した密度差対流によって引き起こ
されることを明らかにした。

[E] 熱電変換素子の開発（池田浩也、早川泰弘、ムカンナン
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アリバナンドハン）

(1) シリコンゲルマニウム系材料を用いた熱電変換素子の開発
SiGe と Mg2SiGe から構成されるタンデム型熱電素子の開発を目指し、(1) 均一組成 SiGe 及び Mg2SiGe
結晶成長条件の確立及び (2) 組成比と熱電特性との関係を調べた。結晶成長時の温度勾配を低くすること
で、均一組成の SiGe 結晶を成長させ、これを Mg 蒸気下で熱処理することで均一組成の Mg2SiGe 結晶成
長に成功した。Si0.5Ge0.5 のセーベック係数は Si や Ge の値よりも高いこと、また高温側では Si0.5Ge0.5 の値
が高く、低温側では Mg2Si0.5Ge0.5 の値が高いことやセーベック係数の値に組成依存性があることなどを明
らかにした。
(2) シリコンナノ構造による熱電変換特性の高効率化
シリコンナノ構造におけるゼーベック係数の変化を調べるために、膜厚 6 ～ 100 nm まで SOI 層を薄層
化した n 型 SOI 基板を作製し、温度差により発生する熱起電力を測定した。リン原子のドープ量によりキャ
リア濃度を調整し、それによるゼーベック係数の変化をプロットしたところ、キャリア濃度に対するユ
ニバーサルカーブを得た。このカーブはバルクシリコンの結果と一致しており、極薄 SOI 構造に由来す
る効果は観察されなかった。試料面内の膜厚揺らぎが原因と考えられる。また、1x1019cm-3 以上の高不純
物濃度領域において、不純物バンドの形成に起因するゼーベック係数の増加を見出した。
(3) ナノ構造材料のための熱電特性評価技術の開発
ナノスケールに加工された試料の熱電変換特性を評価する新しい技術を構築するために、表面電位顕微
鏡（KFM）を用いて、温度差を与えたシリコン基板および SOI 基板の表面電位を測定し、ゼーベック係
数を評価する研究を進めている。新システムの導入や試料ホルダの改良、測定条件の最適化を行うこと
により、測定精度の向上と測定時間の短縮を実現した。SOI 層の熱起電力測定から得られたゼーベック
係数はおよそ -2.7 mV/K であり、従来の手法で得られたゼーベック係数の 2 倍程度の値が得られている。
(4) シリコン単電子冷却デバイスの創製
シリコン単電子冷却デバイスの実現のために、単電子ポンプ回路を応用したデバイス構造を提案し、そ
の動作について調べている。等価回路についてクーロンブロッケード条件を計算したところ、三重点を
含むハチの巣状の安定状態図が得られた。さらにモンテカルロシミュレーションにより動作解析を行っ
た結果、動作温度で 2 K、外部制御電圧で 6 mV までの範囲において、半導体ドット中の電子を、伝導帯
から価電子帯に 1 個ずつ転送できる可能性を示した。

[F] アルカリイオン含有熱酸化膜によるエレクトレットデバイスの開発 （橋口原）
エネルギーハーベスティングや自己発電型のセンサの開発を目的として、カリウムイオンを熱酸化時に
混入させ、その後バイアス ･ 温度処理（BT 処理）を行って帯電させる手法を提案してきた。今年度は実
際に櫛歯型シリコン振動子を上記手法でエレクトレット化し、40 V の帯電を素子特性から実証した。ま
た外部振動により発電が起こることも確認した。

{V} 生体・バイオ領域
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[A] 脳内深部温度無侵襲計測とストレス反応（杉浦敏文）
(1) 脳深部温度無侵襲計測用 5 周波マイクロ波ラジオメータの開発
出産時に低酸素虚血状態に陥った新生児は脳機能に障害を被るか重篤な場合は死に至る。これらを回避
するために低体温療法が提唱されているが、治療効果を向上させる為には脳深部温度の的確な計測、管
理が重要となる。しかしながら脳深部温度を妥当な精度で無侵襲且つ連続的に計測する技術は確立され
ていない。本装置は新生児の脳深部 (5 cm) 温度を精度、分解能共に 1 ℃以内で長期にわたって計測する
事を目標に開発を進めている。温度分布ファントムによる計測結果ではあるが、現在までに仮想頭部表
面から 5 cm の位置で、誤差 2 ℃、温度分解能 0.7 ℃を実現することが出来た。ラジオメータによる脳深
部温度の無侵襲計測としては世界で初めての実測結果である。
(2) 事象関連電位を用いたニオイ刺激に対する生体反応評価
ニオイを感知する能力は動物として最も基本的な機能であるとともに感情の基礎となる原始的な情動に
直結することが分かっているが、ニオイ刺激に対する身体の反応、特に脳の反応は良く分かっていない。
本研究では一般に悪いニオイと感じる刺激 ( ペンタン ) とバラの香料で使われる ( ゲラニオール ) を嗅い
でいる時の聴覚オドボール課題時の P300 成分 ( 高次の認知処理を反映すると考えられている脳波成分 )
を調べた。その結果、悪いニオイの時は P300 頂点潜時 ( 音が聞こえてから P300 が表れるまでの時間 ) が
短縮すると共にその振幅が減少することが分かった。潜時の短縮は悪臭によって脳の警戒心が高まるこ
と、振幅の減少は音の処理に関わる脳資源が他の処理に振り分けられることが原因ではないかと推察さ
れた。
(3) 運動方向識別処理課題中の脳内情報処理過程
動くものを注視し、その方向を判断するときの脳内処理過程をランダムドットパタン (RDP) を用いて
検討した結果、RDP が動いてから 200-300 msec で速度の違いが、300-400 msec で方向の違いによる差が
最も大きく観察できた。我々の視覚情報処理は方向よりも速度を優先して行っているのではないかと推
察できた。また、これらの処理は後頭部から頭頂、右側頭から右前頭葉へかけて行われていると推察で
きた。
(4) 脳波を用いた心理評価
脳波による心理状態推定法の吉田法の信頼性を確認することを目的として、ニオイ刺激と音刺激による
心理反応を計測・推定した。その結果、刺激前に積極的な状態にあると快の刺激に対してより快の方向へ、
刺激前に消極的な状態にあると不快な刺激に対してより不快な方向へ変化し易いことが分かった。積極
的かどうかを前頭葉非対称性モデル（AAE モデル）によって判断し、これと吉田法を組み合わせること
でより信頼性の高い推定ができる。

[B] DNA 分子の電気計測、トラッピング技術（橋口原）
(1) 機能化 DNA ピンセットによる DNA 分子の電気伝導特性の解明
DNA 分子を溶液中においてプローブ間に伸張・固定するためのデバイスが DNA ピンセットである。
DNA ピンセットに MEMS アクチュエータを集積し、DNA 分子を引っ張りながら電気計測できるデバイ
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スを作製した。これを用いて DNA 分子の電気計測を測定し、DNA 分子の電気伝導特性を明らかにした。
(2) 単一 DNA 分子の分離とトラッピング技術
DNA 分子を生化学的に解析するためには、バンドル状の DNA 分子ではなく、単一の DNA 分子であ
ることが必要である。単一の DNA 分子を分離するためのチャネル構造と、電極構造を一体化したマイク
ロ流路デバイスを開発し、DNA 一分子を分離して所望の電極間にトラップすることが可能になった。

[C] 生体情報の画像処理（柳田拓人、三村秀典）
(1) 人間とコンピュータの接点（ユーザ・インタフェース : UI）と人工知能によるヒューマン・コンピュータ・
インタラクションの実現
UI の観点から，生体情報の自動解析と医師による未病診断を容易にすることを目指した生体情報のビジュ
アライゼーションに関する研究を行なった。生体情報として健常者から取得した心電図（ECG）並びに
容積脈波（PTG）を取り扱い、それらの特徴点を検出するアルゴリズムを開発した。その効果的な可視
化ツールの開発を行ない、長時間に渡る取得データから異常データを発見する際の、医師の負担軽減を
目指している。
アート・デザインにおいて、色覚障害者（色覚特性の少数派）にとっても弁別しやすくなるように、かつ既
存の印象を大きく変えないように配色を自動的に調整するシステムを開発した。
UI 開発のコスト低減、並びにユーザ（とその利用環境）への適応を目指して、AI の一分野であるファジィ
制約充足問題（FCSP）を応用したグラフィカル・ユーザ・インタフェース（GUI）における柔軟なレイ
アウト・システムを構築した。

{VI} 基礎・学際領域
[A] ナノ材料を用いた MEMS・真空ナノデバイスの開発（中本正幸、ムン

ジョンヒョン）

(1) 惑星探査・衛星（はやぶさ II/III）用電気推進エンジンの開発
新規の宇宙用電気推進エンジンシステムおよび、はやぶさ II/III 等の惑星探査・衛星用 MEMS デバイス
を考案・提唱し、低仕事関数を有し、エミッタ先端曲率半径を 1 ～数 nm にまで先鋭化し、約 20V/ μｍ
駆動の世界最小レベルの低電圧駆動で、過酷環境耐性のアモルファスカーボン及び Pt ナノ構造エミッタ
試作に成功、宇宙用ナノデバイス実現の大きな一歩を得た。
(2) スマートグリッド用真空ナノパワースイチングデバイスの開発
サハラ砂漠に太陽光発電所を建設し超伝導ケーブルで日本まで伝送するサハラソーラーブリーダー計画
が提唱されている。電力変換設備のサイズを 1/100 に、電力損失を 1/10 に低減するスマートグリッド用
真空ナノパワースイチングデバイス実現のため、導電性セラミック材料などを用いた耐環境性の高い真
空ナノパワースイッチングエミッタの試作に成功した。

[B]

表面・界面における原子スケールでの構造制御（下村勝）
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(1) 半導体表面上への有機分子の吸着構造の解明
無機材料表面を利用した有機 - 無機ハイブリッドデバイスにおいては、有機分子の吸着構造を解明する
ことが重要である。半導体表面上への有機分子吸着構造について、走査トンネル顕微鏡 (STM)、シンク
ロトロン放射光電子回折 (SRPED)、第一原理計算等を用いて原子スケールで詳細に調べた。Si(001) 表面
上において有機分子ピラジンがステップ端に吸着しやすいことを発見し、微傾斜 Si 基板を利用すること
で等間隔に配列するピラジンの１次元構造形成が形成されることを見いだした。また基板温度を制御す
ると 2 次元分子配列が形成されることも分かった。また、ピラジンとインジウムが混在するシリコン表
面において分子とインジウムの相関関係について原子スケールで解明し、インジウムによってピラジン
の１次元構造形成が促進されることを見いだした。カルボキシル基と半導体の界面構造は、バイオエレ
クトロニクスや色素増感太陽電池など、様々なデバイスにおいて重要な役割を担っている。本研究では
STM と第一原理計算を用いてシリコンと酢酸の吸着構造について調べ、シリコン表面のシリコン 2 量体
とカルボキシル基が環状に結合したモデルを提案した。

[C]

クローバーリーフパターンの起源究明（根尾陽一郎、三村秀典）
ある有機分子を経由した電子放射パターンに特性して表れる放射パターンがある。これは発見から 60

年間その起源が解明されていない現象である。この起源を解明する為に、Field Emission/Ion Microscope
を駆使した結果、タングステン表面に形成された電子分布の実像である可能性を見い出した。

2. 2

論文発表

発表した論文（原著論文、プロシーディング、著書、解説・総説）数を、表２−１とグラフに示す。2012
年 度 は 4 月 と 5 月 の デ ー タ で あ る。2008 年 度 か ら 2011 年 度 の ジ ャ ー ナ ル へ の 原 著 論 文 は 年 平 均 110
編、教員 1 名あたり 4 編発表している。発表論文の内訳としては、学術雑誌の中でも採択基準の高い論
文

誌 Physical Review Letters、Applied Physics Letters、Nano Research Letters、J.Applied Physics、

Materails Letters、Materials Chemistry and Physics 及び集積回路のオリンピックと呼ばれる最高峰の国
際固体回路会議論文などがある。国際会議プロシーディングも年平均 130 編、教員 1 名あたり 4.5 編発表し
ている。著書は年平均 8 編、解説・総説は年平均 15 編である。
（資料別冊

教員研究概要 (2 ページ )、教員活動概要 (10 ページ以内 )）
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表２−１

論文発表数
2008 年度

2009 年度

2010 年度

2011 年度

2012 年度

合計

原著論文

102

121

93

119

53

488

プロシーディング

116

143

119

144

14

536

著書

10

8

8

7

3

36

解説・総説

15

17

13

15

10

70

243

289

233

285

80

1130

計

図２−１

論文発表数
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2. 3

学会発表

国内学会及び国際学会での発表（招待講演を含む）数を、表２−２とグラフに示す。国内学会発表数、国
際学会発表数はそれぞれ年平均 260 件、200 件であり、教員 1 名あたりそれぞれ 9 件、7 件発表している。国内・
国際会議における招待講演数も 60 件程度となっている。

表２−２

講演発表
2008 年度

2009 年度

2010 年度

2011 年度

2012 年度

国内学会発表

213

282

264

284

10

1053

国際学会発表

177

196

226

222

14

835

54

65

60

66

12

257

招待講演

図２−２

2. 4

合

計

講演発表数

特許

特許数を、表２−３に示す。年度により、出願数、取得数とも変動しているが、出願は年平均 23 件、取得
特許は年平均 16 件である。

表２−３

特許
2008 年度

2009 年度

2010 年度

2011 年度

2012 年度

合計

出願

21

39

19

16

1

96

取得

9

17

24

14

3

67
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2. 5

教員の受賞

受賞数を、表２−４に示す。教員は、文部科学大臣表彰科学技術賞（研究部門）、応用物理学会フェ
ロー賞、映像情報メディア学会フェロー賞、高柳記念賞、エレクトロニクスソサイエティ賞、Society for
Information Display(SID2008) 最優秀論文賞、中小企業優秀新技術・新製品賞（中小企業長長官賞）をはじめ、
毎年賞を受賞している。2011 年には静岡大学の卓越研究者として、三村秀典教授、田部道晴教授、川人祥
二教授が選出されている。
（資料２−１

表２−４

件

2. 6

受賞）

受賞
2008 年度

2009 年度

2010 年度

2011 年度

2012 年度

6

4

5

6

4

数

合

計
25

科学研究費補助金

科学研究費補助金の獲得状況を表２−５に示す。2008 年度、2009 年度、2010 年度における科学研究費
補助金の獲得額はそれぞれ 95,010 千円、67,270 千円、65,280 千円であったが、2011 年度と 2012 年度は
132,910 千円と 125,840 千円と大きく増えている。これは、田部教授が代表を務める基盤研究 (S) と基盤研究
(A)、三村教授と川人教授の基盤研究 (A) の採択が大きく寄与している。若手研究者も若手研究 (A)、(B) を
獲得している。

（資料２−２

科学研究費補助金の採択状況）

（資料２−３

科学研究費補助金採択課題）
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表２−５

科学研究費補助金の獲得状況（間接経費を含む）
2008 年度

2009 年度

2010 年度

2011 年度

2012 年度

合

計

件

金 額

件

金 額

件

金 額

件

金 額

件

金 額

件

金 額

数

（千円）

数

（千円）

数

（千円）

数

（千円）

数

（千円）

数

（千円）

1

11,900

1

11,900

0

0

0

0

0

0

2

23,800

0

0

0

0

0

0

1

73,580

1

63,050

2

136,630

2

25,870

2

23,790

2

18,850

2

27,300

2

30,680

10

126,490

6

44,200

6

24,050

5

32,370

3

19,630

2

6,370

22

126,620

3

5,330

4

4,420

5

7,670

6

7,930

4

7,540

22

32,890

萌芽研究

2

2,400

0

0

2

3,400

2

3,770

4

10,140

10

19,710

若 手 研 究

0

0

0

0

0

0

0

0

1

5,200

1

5,200

3

4,160

1

1,950

1

2,990

2

0

1

2,860

8

11,960

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

奨励研究

1

550

1

560

0

0

0

0

0

0

2

1,110

特別研究員

1

600

1

600

0

0

1

700

1

600

4

2,500

19

95,010

16

67,270

15

65,280

17

132,910

15

125,840

82

486,310

特定領域研
究
基 盤 研 究
（Ｓ）
基 盤 研 究
（Ａ）
基 盤 研 究
（Ｂ）
基 盤 研 究
（Ｃ）

（Ａ）
若 手 研 究
（Ｂ）
若手研究
（スタートアップ）

奨励
合 計

2. 7

外部資金

外部資金の受入状況を表２−６に示す。奨学寄付金・共同研究・受託研究数は、毎年合計で約 40 件行っている。
共同研究費、受託研究費、奨学寄附金の総額は、年約 2 億 5 千万円となっている。知的クラスター創成事業
（第 II 期）
「浜松オプトロニクスクラスター」事業に関して、川人教授、猪川教授、原教授、青木准教授が、
財団法人浜松地域テクノポリス推進機構から多額の受託研究費を得ている。また、共同研究・受託研究を円
滑に推進するために研究員を受け入れている。研究員の受入状況は、表２−７の通りである。

（資料２−４

民間との共同研究、資料２−５

受託研究、資料２−６
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奨学寄附金）

表２−６

外部資金の受入
2008 年度
件

金

2009 年度

額

件

金

2010 年度

額

件

金

額

2011 年度
件

金

額

件

合

計

金

額

数

（千円）

数

（千円）

数

（千円）

数

（千円）

数

（千円）

共同研究

18

33,421

17

20,073

18

26,363

17

21,285

70

101,142

受託研究

15

248,715

11

227,416

12

224,459

14

218,371

52

918,961

寄附金

10

8,000

8

10,200

12

10,300

10

7,000

40

35,500

合

43

290,136

36

257,689

42

261,122

41

246,656

160

1,055,603

計

表２−７

研究員の受入人数
2008 年度

2009 年度

2010 年度

2011 年度

2012 年度

合

計

(8 月末時点 )
共同研究員

9

7

5

2

2

25

受託研究員

1

1

0

0

0

2

10

8

5

2

2

27

計

2. 8

博士研究員（ポスト・ドクター ) の受入状況

研究活動を推進するために、日本学術振興会特別研究員、COE 特別研究員などの各種制度により、博士研
究員を幅広く受け入れている。
表２−８
区

博士研究員の受入人数

分

2008 年度

2009 年度

2010 年度

2011 年度

2012 年度

1

1

0

1

1

4

その他

7

7

10

10

13

47

合

8

8

10

11

14

51

日本学術振興会特

合

計

別研究員

2. 9

計

文部科学省知的クラスター創成事業（第 II 期）「浜松オプトロニクスクラスター」

研究所が中核となって立ち上げた知的クラスター第Ⅰ期事業（2002 年度− 2006 年度）の成果を受けて採
択された第Ⅱ期（2007 年度− 2011 年度）の事業では、「オプトロニクス技術の高度化による安全・安心・
快適で 持続可能なイノベーション社会の構築」を基本理念として、第Ⅰ期に醸成された基盤技術をさらに
高度化し国内外に波及させるとともに、新分野においても技術革新を図ることを目指して研究開発を推進し
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順調に成果を上げた。「超高感度・広ダイナミックレンジ CMOS イメージセンサ」は、川人教授が代表取締
役社長を務める大学発ベンチャー企業によって製品化され中小企業庁長官賞を受賞するなど高い評価を得
た。また「エネルギー弁別型放射線検知器」は、青木准教授が 2011 年に創業した大学発ベンチャー (JST 独
創的シーズ展開事業に採択 ) で製品化された。第Ⅱ期事業全体としても中間評価において「A」の高評価を
受けた。

資料２−７

2. 10

文部科学省知的クラスター創成事業（第 II 期）「浜松オプトロニクスクラスター」

特別教育研究経費「異分野技術の融合による革新的画像工学創成事業」

静岡大学は、テレビジョン発祥の地であるという浜松キャンパスの伝統の下に、唯一の画像工学に特化し
た研究所である電子工学研究所を中心に、画像工学と光と電子のナノテクノロジーを融合させた「ナノビジョ
ンサイエンス」という新学術分野を提案し、21 世紀 COE 等を通して、教育・研究を推進し、国際拠点化へ
と発展させてきた。本事業は、現在は積極的に画像応用向けに研究されていない学際技術を取り込むことに
より革新的な画像工学を創成できるナノマシーニング、単電子、バイオ、ナノホトニクス、スピントロニク
ス、福祉、人間工学、量子情報処理などを画像工学に融合することを目的としている。関連学際領域の研究
者と国際的共同研究を推進し、高臨場感、高感度・広ダイナミックレンジ撮像、モバイル性能、不可視光可
視化、安全・暗号画像などにおいて極限性能の実現を目指している。
本事業の一環として行っている NHK 放送技術研究所および東北大学・電気通信研究所とのスーパーハイ
ビジョン (SHV) 実現のための要素技術の開発研究において、最も中核となる SHV カメラ用イメージセンサ
の開発において、当研究所が動きの速い被写体でも鮮明に撮影できるイメージセンサを開発することに成功
した。
学内外との共同研究により、分子・原子種識別 X 線イメージングの開発に向けて、500 cps（従来は 20
cps）と高速カウントレイトの X 線検出器の原理検証を行った。エネルギー弁別を用いた実効原子番号およ
び電子密度測定の高精度化を進展させた。東日本大震災に伴う原子力発電所の事故を受けて、携帯電話での
放射能測定を可能にする内蔵モジュールの開発に取り組んでいる。
シリコン MOSFET においてドナー原子 1 個だけが特性を決定づける現象を発見した。2011 年版半導体
国際ロードマップ（ITRS2011)（2012 年 1 月公開）において、新規技術として「シングルドーパントプロセ
ス・デバイス」が初めて取り上げられ、当研究所の田部教授の論文 4 篇が引用されている。このことは世界
的に見て欧米のいくつかのグループと競合しつつ、顕著な成果を上げていることを示している。
色覚異常者にとっても、画像の色彩を弁別しやすいよう人工知能を応用した自動配色支援ツールの開発など
の異分野技術を融合した画像工学の研究を推進することができた。

資料２−８

特別教育研究経費「異分野技術の融合による革新的画像工学創成事業」
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３．教育活動
3. 1

大学院との連携

研究所所属の教員は、博士課程の創造技術科学大学院、修士課程の工学研究科と情報学研究科に所属し、
博士課程・修士課程の学生の教育・研究を担っている。博士課程における教員の所属は研究部であり、学生
の所属は大学院自然科学系教育部となっている。大学院自然科学系教育部には 5 つの専攻があり、この中で
研究所の教員は、ナノビジョン工学専攻に教授 9 名、准教授 2 名、光・ナノ物質機能専攻に教授 1 名、准教
授 3 名、情報科学専攻に教授 1 名、准教授 2 名が所属している。工学研究科（修士課程）の中では機械工学
専攻に教授 1 名、電気電子工学専攻に教授 8 名、准教授 6 名、物質工学専攻に教授 1 名、准教授 2 名がおり、
情報学研究科（修士課程）には教授 1 名、准教授 1 名、助教 1 名が所属している。また、工学部と情報学部
の教育にも一部関わっており、卒業研究生の指導をしている。

（資料３−１

3. 2

協力講座の実施状況）

学生の受入

2008 年度から 2012 年度における大学院博士課程、大学院修士課程、学部生の受入状況を、表３−１に示す。
年度によって受入数に変動があるが、博士課程、修士課程、学部生の受け入れはそれぞれ年平均 35 名、50
名、25 名であり、学部生の数よりも修士課程、博士課程の学生数が多くなっている。平成 18 年度に採択の
国費留学生優先配置特別プログラム（5 名定員）を利用し、研究所教員も国費留学生を受け入れている。また、
国際共同研究を基盤とした繋がりを通じ、私費留学生を積極性に受け入れている。そのため、博士課程には
留学生が多く在籍しており、約半数が留学生である。

表３−１

学生の受入状況：内数（

）は、留学生で内数

2008 年度

2009 年度

2010 年度

2011 年度

2012 年度

博士課程

28(12)

30(14)

31(21)

40(27)

39(27)

168(101)

修士課程

57(4)

50(7)

54(10)

49(8)

36(6)

246(35)

学部生

33(3)

23(3)

16(0)

22(2)

24(1)

118(9)

118(19)

103(24)

101(31)

111(37)

99(34)

532(145)

計

3. 3

合

計

博士号の取得

2008 年度から 2011 年度の 4 年間に、創造科学技術大学院において研究所の教員が指導し、博士号を取得
した学生は 29 名である。また、中東欧（12 校 9 か国）とアジア（4 校 4 か国）の大学と大学間協定を締結
しており、この中でワルシャワ工科大学（ポーランド）、アレクサンドル・イアン・クザ大学（ルーマニア）、
ゴメルステート大学（ベラルーシ）、インドネシア大学（インドネシア）、中国科学院プラズマ物理研究所 ( 中
国 )、プサン大学（韓国）とはダブルディグリー特別プログラム (DDP) 覚書を締結し、大学院全体ですでに
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11 名の DDP 学生を受け入れている。研究所教員も DDP 学生を受け入れるとともに、他大学学生や外国の
大学からの審査依頼にも積極的に対応している。
（資料３−２

3. 4

博士学位取得状況）

論文・学会・研究会発表

ナノビジョン工学専攻を中心とした教員・学生・ポスドクが参加し、Monday Morning Forum (MMF) を
実施している。これは、博士課程学生・若手研究者の発表の場として 2004 年度の国費留学生優先配置採択
と 21 世紀 COE 採択をきっかけにスタートしたもので、毎週月曜日の朝に 1 時間実施している。2005 年度
より開始し、これまでの開催は 244 回となり、研究交流、FD の場としても定着している。原則として、英
語による発表と討論で鍛えるとともに、2 ページの英文アブストラクトの事前提出を義務付けており、科学
技術論文作成の基礎を学ぶ。博士課程学生には、1 年経過ごとに進捗状況を把握するための中間報告会を
MMF の一環として義務付けている。光・ナノ物質機能専攻でも、定期的ではないが学生フォーラムを開催
し、学生の研究進捗状況を把握している。
卒業研究、修士・博士論文の研究を、学会・シンポジウムなどを通して積極的に発表を行うように指導を
行っている。

3. 5

学生の受賞

学術講演会において、映像情報ﾒﾃﾞｨｱ学会 ･ 学生優秀発表賞、第 21 回国際真空ﾅﾉｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ会議若手研究者
最優秀研究賞、集積回路研究会優秀若手講演賞、IEEE 学生奨励賞など、多くの賞を学生が受賞している。
また、2005 年度から、研究所所属教員の指導学生を対象とした「堀井賞」を設け、研究教育活動を奨励し
ている。
（資料２−１

表３−２

件

数

受賞）

学生の受賞
2008 年度

2009 年度

2010 年度

2011 年度

4

9

6

4
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合

計
23

４．社会連携
4. 1

産業界・地域への貢献

当研究所が中心となり、学内の他部局等と共に文部科学省知的クラスター創成事業（第 II 期）「浜松オプ
トロニクスクラスター」を獲得し、推進している。また、2010 年度から特別教育研究経費「異分野技術の
融合による革新的画像工学創成事業」が採択され、現在は積極的に画像応用向けに研究されていない学際技
術を取り込むことにより革新的な画像工学を創成できるナノマシーニング、単電子、バイオ、ナノホトニクス、
スピントロニクス、福祉、人間工学、量子情報処理などを画像工学に融合することを目的としている。現在、
NHK 放送技術研究所および東北大学・電気通信研究所をはじめ、国内外の研究機関との連携を進めている。
地域産業界から広く共同研究員・受託研究員を受け入れるとともに、研究成果の共有化を行っている。2005
年度より、浜松ホトニクス株式会社との研究交流会を継続して開催し、研究開発における連携を図っている。
また、高柳健次郎記念シンポジウム、ナノビジョンサイエンス国際シンポジウム、ならびに International
Nanotechnology/MEMS Seminar (INMS) を、電子工学研究所が主体となってそれぞれ年 1 回開催し、最先
端の専門知識を提供している。

資料２−７

文部科学省知的クラスター創成事業（第 II 期）

「浜松オプトロニクスクラスター」
資料２−８

特別教育研究経費「異分野技術の融合による革新的画像工学創成事業」

資料４−１

研究成果が一般社会に還元 ( 応用 ) されている事例

4. 2

社会教育への貢献

市民が参加するテクノフェスタ in 浜松、小中学校の先生や生徒を対象とした応用物理学会主催の「リフレッ
シュ理科教室」、表面科学会主催の「市民講座−やさしい表面科学−」など、電子工学研究所の教員が学会
員として企画・運営に参加し、研究の最先端の成果を若手研究者や一般の方々にわかりやすく解説するイベ
ントを開催している。
また、2007 年 11 月に、開館した高柳記念未来技術創造館は広く一般市民に開放されており、その運営及び
展示説明など電子工学研究所の教員が担っている。
（資料１−９

新聞報道）

（資料１− 10

テレビ放送）
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５．国際交流
5. 1

国際会議の開催

研究所（あるいは所属の教員）が主催・運営した国際会議・シンポジウムを表５−１に示す。毎年、高柳
健次郎記念シンポジウムを主催している。1999 年度に第 1 回目のシンポジウムを開催して以来、2012 年度
は 14 回目の開催となる。毎年著名な講師を招くとともに、若手研究者や学生のポスターセッションも設け、
研究者交流の場としている。また、海外から著名な研究者を招き、International Workshop on Advanced
Nanovision Science を主催している。毎年、ナノデバイス、MEMS, カーボンナノチューブ、ディスプレイ
等の研究で著名なアメリカ、イギリス、フランス、韓国などの外国人研究者約 10 名、東大、東北大などの
国内研究者 3-4 名を招待し、International Nanotechnology/MEMS Seminar (INMS) を開催、最先端の研究
知識を提供し、2012 年度は 6 回目の開催となる。中東欧協定校（12 校 9 か国）と国際会議インターアカデ
ミアを実施しており、10 年以上の交流実績がある。インドネシア大学とは毎年国際セミナーを、またプサ
ン大学とも学生の研究発表ワークショップを毎年開催している。

表５−１国際会議・シンポジウムの開催
開催年月

主催・運営した国際会議

2008 年 9 月

Interacademia 2008

2008 年 10 月

第 10 回高柳健次郎記念シンポジウム・21 世紀 COE プログラム主催第 5 回ナノビジョ
ンサイエンス国際シンポジウム

2008 年 10 月

4th Korean-Japanese Student Workshop

2008 年 12 月

The 2nd International Nanotechnology/MEMS Seminar (INMS2008)

2009 年 7 月

22nd International Vaccum Nanoelectroics Conference

2009 年 9 月

Interacademia 2009

2009 年 10 月

6th Korean-Japanese Student Workshop

2009 年 11 月

第 11 回高柳健次郎記念シンポジウム

2009 年 12 月

The 3rd International Nanotechnology/MEMS Seminar (INMS2009)

2010 年 1 月

International Workshop on Field Emitter and Semiconductor Materials and Devices

2010 年 8 月

Interacademia 2010

2010 年 11 月

第 12 回高柳健次郎記念シンポジウム

2010 年 11 月

8th Korean-Japanese Student Workshop

2010 年 12 月

The 4th International Nanotechnology/MEMS Seminar (INMS2010)

2011 年 1 月

2011 International Workshop on Advanced Nanovision Science

2011 年 9 月

Interacademia 2011
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2011 年 11 月

第 13 回高柳健次郎記念シンポジウム

2011 年 11 月

2011 Korean-Japanese Student Workshop

2011 年 12 月

The 5th International Nanotechnology/MEMS Seminar（INMS2011)

2012 年 1 月

2012 International Workshop on Advanced Nanovision Science

2012 年 3 月

Joint Int. Conf. on Human-Centered Computer Environments HCCE 2012.

5. 2

国際共同研究の実施

研究所の目指す「光・画像科学分野」における国際研究拠点の形成のために、数多くの国々と共同研究を遂
行しており、イメージセンサー、発光・受光デバイス及び材料、微小電子源などの開発を行っている。共同
研究相手国はアメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ、フランス、スペイン、イタリア、オランダ、チェコ共
和国、ポーランド、ベルギー、アイルランド、ウクライナ、モルドバ、ラトビア、ブルガリア、中国、韓国、
インド、インドネシア、スリランカ、マレーシア、タイと広範囲にわたっている。また、多くの大学・研究
機関とシンポジウム・セミナーを開催し、学生間においても交流を深めている。
（資料５−１

5. 3

国際共同研究の状況）

学術国際交流協定

電子工学研究所が協定を結んでいる海外の大学・研究機関の一覧を表５−２に示す。また、電子工学研究所
教員が関わった大学間交流協定の一覧を表５−３に示す。関連する学術国際交流協定に基づく学生の派遣・
受入数については、それぞれ毎年 2 ～ 8 名の実績があり、教育面における国際交流活動を活発に行っている。
（資料５−２

表５−２

学術国際交流協定に基づく交流状況）

電子工学研究所との学術国際交流協定

締結年月

相手国機関名

協定名

研究分野

1993 年 6 月

ドイツ国マックス・プランク
固体研究所

学術交流に関する協定

工

学

2002 年 7 月

ドイツ国ブッペルタール大学

学術・学生交流に関する協定

工

学

2002 年 7 月

中国科学院上海技術物理研究所
紅外物理国家重点実験室

学術交流に関する協定

工

学

2007 年 1 月

ウクライナ国立アカデミー
V.E. ラシュカリョフ
半導体物理研究所

学術交流に関する協定

工

学

2007 年 3 月

スペイン国マドリード工科大学
マイクロエレクトロニクス研究所

学術交流に関する協定

工

学

2009 年 9 月

ロシア連邦サンクトペテルブルグ
国立工業大学

学術交流に関する協定

工

学
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2010 年 12 月

ドイツ国ルール大学ボッフム校

学術・学生交流に関する協定

工

2011 年 10 月

ブルガリア王国
国立図書館研究・情報技術大学

学術・学生交流に関する協定

情報学

表５−３

学

電子工学研究所教員が関わった大学間交流協定

締結年月

相手国機関名

協定名

研究分野

1999 年 3 月

ポーランド国ワルシャワ工科大学

学術・学生交流に関する協定

工

学

1999 年 9 月

中国浙江大学

学術・学生交流に関する協定

工

学

2002 年 7 月

ドイツ国ブッパタール大学

学術・学生交流に関する協定

工

学

2004 年 3 月

ルーマニア国アレクサンドル・
イアン・クザ大学

学術・学生交流に関する協定

工

学

2007 年 5 月

ベラルーシ国ゴメルステート大学

学術・学生交流に関する協定

工

学

2007 年 7 月

インド国アンナ大学

学術・学生交流に関する協定

工

学

2008 年 6 月

チェコ国マサリク大学

学術・学生に関する協定

工

学

2009 年 3 月

ラトビア国リガ工科大学

学術・学生に関する協定

工

学

2010 年 5 月

インドネシア国インドネシア大学

学術・学生交流に関する協定

工

学

2010 年 1 月

大韓民国プサン大学

学術・学生交流に関する協定

工

学

2010 年 8 月

ドイツ国

学術・学生交流に関する協定

工

学

2011 年 6 月

ブルガリア国ソフィア大学

学術・学生交流に関する協定

工

学

2012 年 1 月

ハンガリー国オブダ大学

学術・学生に関する協定

工

学

5. 4

ブラウンシュバイク工科大学

外国人客員教授の受入

当研究所では、外国人客員教授籍を 1 ポスト分確保しており、毎年のべ人数として 3 名招聘している。ま
た、特別教育研究経費「異分野技術の融合による革新的画像工学創成事業」により、多くの外国人客員教授
を受け入れている。

（資料５−３
5. 5

外国人客員教授の受入状況）

外国人研究者の受入

表５−４に外国人研究者の受入状況を示す。前述の外国人客員教授、学術国際交流協定校の研究者の他に
も、多くの国から外国人研究者を招聘している。アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ、フランス、スペイ
ン、イタリア、オランダ、ポーランド、ベルギー、韓国、インド、インドネシア、スリランカ、マレーシア、
タイと広範囲にわたっている。
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表５−４

人

外国人研究者の受入状況
2009 年度

2010 年度

2011 年度

4

30

46

34

数

資料５−４
（資料５−５

5. 6

2008 年度

合

計

114

外国人研究者の来訪）
海外渡航の状況）

国際教育プログラム

図５−１に静岡大学が協定を締結している中東欧及びアジアの大学を示す。静岡大学と中東欧協定校（12
校 9 か国）との間において、工学分野を中心に研究、留学生受入れ、博士課程の教育等に関して交流を行う
「インターアカデミア」を組織している。「インターアカデミア」では大学間交流協定に基づく短期留学、ダ
ブルディグリー特別プログラム、長期海外留学支援プログラムが設定されている。インドネシア大学（イン
ドネシア）、プサン大学（大韓民国）、アンナ大学（インド）からも博士学生が入学しており、国際共同研究
を推進している。また、ワルシャワ工科大学（ポーランド）、アレクサンドル・イアン・クザ大学（ルーマ
ニア）、ゴメルステート大学（ベラルーシ）、インドネシア大学（インドネシア）、中国科学院（中国）、プサ
ン大学（大韓民国）とはダブルディグリー特別プログラムを締結しており、研究所の教員も博士学生を受け
入れ、指導している。
図５−１

中東欧及びアジア協定校
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2009 22nd International Vacuum
Nanoelectronics Conference
July 20-24，2009

Act City Hamamatsu, Hamamatsu，
Shizuoka, Japan

Conference Chair : Hidenori Mimura
Conference Vice-Chair : Mikio Takai
Program Chair : Yasuhito, Gotoh
Program Vice-Chair : Masayoshi Nagao
Publication : Fujio Wakaya
Yoku Inoue
Jong Hyun Moon
Local Organizing Committee Chair : Yoichiro Nakanishi
Local Organizing Committee Vice-Chair: Masaaki Nakamoto
Local Organizing Committee Vice-Chair: Hiroko Kominami
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Prof. Mikio Takai (Osaka University, Japan)
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Prof. G..N. Fursey (SPERC, St. Petersburg, Russia)
Dr. Mark Hollis (MIT Lincoln Laboratory, USA)
Prof. J. Itoh (AIST, Japan)
Dr. Kevin L. Jensen (Naval Research Laboratory, USA)
Prof. J.D. Lee (Seoul National University, Korea)
Prof. Soonil Lee (Ajou University, Korea)
Dr. Takahiro Matsumoto (Stanley Electric Corporation, Japan)
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Prof. Osamu Nishikawa (Kanazsawa Institute of Technology, Japan)
Prof. G. S. Park (Seoul National University, Korea)
Dr. Ivo Rangelow (University of Kassel, Germany)
Dr. J-P Schnell (Thales TRT and TED, France)
Dr. C. A. Spindt (SRI, USA)
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Local Organizing Committee
Organizing Committee
Hidenori Mimura (Shizuoka Univ.) –Chair, Mikio Takai (Osaka Univ.) -Vice-Chair
Advisory Committee
Hiroshi Adachi (Muroran Institute of Technology), Junzo Ishikawa (Chubu Univ.), Yasuo Nannichi
(Toyama Univ.), Osamu Nishikawa (Kanazawa Institute of Technology), Takao Utsumi (Vienna Univ. of
Technology), Shigehiko Yamamoto (AIST), Kuniyoshi Yokoo (Tohoku University)
Local Executive Committee
Yoichiro Nakanishi (Shizuoka Univ.) –Chair, Masayuki Nakamoto (Shizuoka Univ.) -Vice-Chair, Toru
Aoki (Shizuoka Univ.), Yoku Inoue (Shizuoka Univ.), Jong Hyun Moon (Shizuoka Univ.), Masaaki Nagatsu
(Shizuoka Univ.), Yoichiro Neo (Shizuoka Univ.), Akihisa Ogino (Shizuoka Univ.), Fujio Wakaya (Osaka
Univ.)
Treasurer
Masahiro Sasaki (Univ. of Tsukuba) –Chair, Hiroko Kominami (Shizuoka Univ.) -Vice-Chair
Program Committee
Yasuhito Gotoh (Kyoto Univ.) –Chair, Masayoshi Nagao (AIST) -Vice-Chair, Koichi Hata (Mie Univ.),
Hiroko Kominami (Shizuoka Univ.), Jong Hyun Moon (Shizuoka Univ.), Nobuyasu Negishi (Pioneer),
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Secretary
Naoaki Takada (Entetsu Travel), Tsuyoshi Hayashi (Proactive Inc.)

Foreword
Welcome to the 22nd International Vacuum Nanoelectronics Conference (IVNC2009) at Act City
Hamamatsu，Congress Center，Hamamatsu，which is located at almost center of Japan and has
produced many world-renowned companies，such as Suzuki，Honda，Yamaha，Kawai，Roland and
Hamamatsu Photonics as a “City of Manufacturing" and a “City of Industry".
IVNC2009 in Hamamatsu continues the main theme of IVNC. After informal welcome on Monday late
afternoon，2 0th July 2009，we start sessions on Tuesday morning，2 1st July 2009 and finish on Friday
afternoon，2 4th July 2009. In addition to conventional sessions，a tutorial session is held on Monday
afternoon，2 0th July 2009. The sessions are focused on the following areas: FEDs，Fundamentals，
Materials，Fabrication and Applications.
This proceeding contains extended abstracts to be presented at 22nd IVNC. This includes 1 keynote and
2 special lectures，15 invited talks，32 oral presentations and 117 poster presentations.
I hope that all participants will enjoy the scientific program and mutual discussion in the conference and
your stay in Hamamatsu during the conference.
I wish to appreciate the program and local organizing committee members，e specially Prof. Yasuhito
Gotoh and Prof. Yoichiro Nakanishi，for selecting and formulating the program and organizing the
conference.
Finally，I also wish to appreciate the Fund for Promotion of Electronic Engineering in Hamamatsu，
AET Inc.，ALS Technology Co.，Ltd.，H AMAMATSU PHOTONICS K.K.，THE JAPAN STEEL
WORKS，LTD., Onizuca Glass Co.，Ltd., Seinan Industries，Co., Lt d. and ULVAC，Inc., for supporting
the conference.

Hidenori Mimura
Chairman
22nd IVNC

− 429 −

IEEE MILESTONES IN ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTING
PROPOSAL FORM

Email to:

Milestones Administrator
IEEE History Center
For assistance, call +1 732 932 1066
Email: r.colburn@ieee.org

Answers to the following questions should be brief. If this proposal is accepted, then more complete
information will be requested on a nomination form.
１.What is the name of the proposed Milestone?
Pioneering achievements in the development of television.

２.What is the location of the proposed Milestone? In what IEEE Section does it reside?
The research was carried out at Hamamatsu Technical College (now Shizuoka
University), Hamamatsu, Japan. The site is located in the IEEE Nagoya Section.

３.What was the date of the work?
The research was carried out from 1924 to 1941.

４.What is the historical significance of the work (its technological, scientific, or social importance)?
Television has fulfilled the dream of instantly viewing distant objects and events. Although
mechanical television systems were widely studied in the early stages in the development of
television, such systems had many fundamental technical problems. Professor Kenjiro Takayanagi
succeeded in transmitting a 40-line electronic picture with a Braun cathode-ray tube and a Nipkow
disc on December 25, 1926, as well as building an all-electronic system which was completed on
November 12, 1935 [1,2]. These efforts greatly advanced the technology of Japanese television, and
related industries, which have eventually become one of the world’s major TV industries. Television
has influenced many aspects of human society enormously, including media, entertainment,
education, culture, art, sport, politics, economics, science and technology, and has greatly contributed
to the process of globalization. Ultimately, television is now indispensable to our daily life.
[1] Albert Abramson,"The History of Televison,1880 to 1941", McFarland & Company, Publ.(1987).
[2] Albert Abramson,"Zworykin--Pioneer of Television",
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Univ.of Illinois,

(1995)

５.What features set this work apart from similar achievements?
In the early stages of the development of television, mechanical systems were widely studied by
many scientists and engineers in various countries. Although all-electrical systems were proposed
by many researchers, no practical systems were established until the Iconoscope was invented by
Dr. Vladimir Kosma Zvorykin in 1933. While Braun cathode-ray tubes were considered for use as a
receiver for an all-electrical television system in 1908 by such researchers as Professor Boris Lvovich
Rosing (Russia) and Alan Cambell Swinton (Scotland), among many others, only Bell Telephone
Labs (USA), and Belin and Holweck (France) had succeeded in transmitting a picture on this tube
electrically by July, 1926. On December 25, 1926, Professor Takayanagi also succeeded independently
in transmitting a 40-line electronic picture on a Braun cathode-ray tube [1,2], which, together with
the Iconoscope invented by Dr. Zvorykin in 1933, is the basis of the modern television system.
[1] Albert Abramson,"The History of Televison,1880 to 1941", McFarland & Company, Publ.(1987).
[2] Albert Abramson,"Zworykin--Pioneer of Television",

Univ.of Illinois,

(1995)

６.Describe briefly the intended site of the milestone plaque. Are the original buildings extant? Is
the site secure and accessible to the public?
The intended site is Research Institute of Electronics, Shizuoka University. Although the original
buildings were destroyed by the war, the Institute was established in commemoration of the
Takayanagi’s achievements. The site is very secure and accessible to the public.

７.Who is the present owner of the site?
The present owner of the site is the Shizuoka University.

８.Is the owner of the site willing to have it designated as an Electrical Engineering Milestone?
We have received permission from the Shizuoka University.

9. If you are not representing the IEEE Section where the plaque would be placed, have you asked
that local Section if they would be interested in participating in nominating this achievement as an
IEEE Milestone in Electrical Engineering and Computing? ___Yes___
If yes, please specify the Section representative and have them sign below:
Name: Hitoshi Okubo
IEEE Section: Nagoya
Position within Section: Chair
Email: okubo@nuee.nagoya-u.ac.jp
Signature___________________________
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10.List the person(s) responsible within your organizational unit for preparing the formal milestone
nomination, and preparing the ceremonial events with publicity:
Name : Takeshi Furuhashi, Secretary of IEEE Nagoya Section
Email: furuhashi@cse.nagoya-u.ac.jp

Name: Hidenori Mimura, Director of Research Institute of Electronics, Shizuoka University
Email: mimura@rie.shizuoka.ac.jp

Proposed by:
(Printed name): Yasuo Fukuda

(Signature)
(Title) : Professor emeritus, Former director of Research Institute of Electronics, Shizuoka University
(Organization): Research Institute of Electronics, Shizuoka University
(Contact info): Tel: +81-53-478-1305, Fax: +81-53-478-1651, e-mail: royfuku@rie.shizuoka.ac.jp
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髙栁先生 IEEE マイルストーン授賞式

IEEE マイルストーン贈呈式
(I) IEEE マイルストーン除幕式 (13:30-14:00)
日時 :2009 年 11 月 12 日 ( 木 )
場所 : 高柳先生胸像前 ( 静岡大学、浜松 )

1. 開会の辞 : 長尾雅行 (IEEE 名古屋支部長 )
2. 銘板の贈呈 :Alexander Magoun (IEEE 代表者 )
3. 銘板碑の除幕
* 写真撮影
式典会場 ( 佐鳴会館会議室 ) へ移動

(II) IEEE マイルストーン受賞記念式典 (14:30-17:00)
日時 :2 009 年 11 月 12 日 ( 木 )
場所 : 佐鳴会館会議室
1. 開会の挨拶：Yong Jin Park (IEEE Region 10 議長 )
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2. IEEE マイルストーンについて：大野栄一 (IEEEJCHC 代表 )
3. 受賞の挨拶：興直孝 ( 静岡大学長 )
4. 祝辞：磯田文雄 ( 文部科学省研究振興局長 )
羽島好律 ( 映像情報メディア学会副会長 )
熊川征司 ( 浜松電子工学奨励会理事長 )
5. IEEE マイルストーン提案の報告：福田安生
( 静岡大学名誉教授、前電子工学研究所長 )
6. 特別講演 (1) ：末松安晴「テレビジョン事始とディスプレーの発展」
( 東工大名誉教授、元東工大学長 )
特別講演 (2) ：Alexander Magoun「The Life Story of Television」
(David Sarnoff Library 館長 )
7. 閉会の辞：中村高遠 ( 静岡大学理事 )

(III) IEEE マイルストーン受賞祝賀会及び高柳シンポジウム懇親会 (11:30-19:30)
日時 :200 9 年 11 月 12 日 ( 木 )
場所 : 名鉄ホテル、芙蓉の間
1. 開会の挨拶 : 三村秀典 ( 静岡大学、電子工学研究所長 )
2. 祝辞 : 岩田聡 (IEEE 名古屋副支部長 )
W.I. Milne (Professor of Engineering Department，Cambridge University，U K)
松本栄寿 (IEEE JCHC 副代表 )
Jin Jang (Professor of Department of Information Display and ADRC，Kyung
Hee University，K orea)
萩野賓 ( 元静岡大学、電子工学研究所長 )
Hiroshi Ishii (Vice Director of Media Laboratory，Massachusetts Institute of Technology，U SA)
上田宏 ( 浜松工業会副会長 )
大塚治司 ( 浜松ホトニクス副会長 )
3. 乾杯 : 柳沢正 ( 静岡大学、工学部長 )
4. 閉会の挨拶 : 伊東幸宏 ( 静岡大学、情報学部長 )
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IEEE マイルストーン銘板の日本語訳
電子式テレビジョンの開発、1924-1941 年
1924 年、高柳健次郎教授は、浜松高等工業学校 ( 現、静岡大学 ) においてテレビジョンの
研究を開始した。1926 年 12 月 25 日に陰極管 ( ブラウン管 ) に「イ」の字を映し出し、
1935 年には全電子方式によりテレビジョン放送を行った。高柳先生の行った研究、特許、
論文、教育により日本のテレビジョン及びその関連産業が世界のリーダーへと成長する基
礎を形成した。

マイルストーン除幕式、左から松本、大野、福田、
興直孝学長（碑の左）、Dr.Magoun（碑の右）

Dr. Alexander Magoun からマイルストーン銘板
を受け取る興直孝学長

− 435 −

高柳記念未来技術創造館バーチャルツアー

未来的な建物ですので、すぐにわかるかと思います。断
熱構造を重視したエコロジーを考えた

館長

青

木

この建物は、まもなく太陽電池発電システムが設置さ

徹

れ、名実ともにエコロジーな建物になると共に、ここに
11 月 10 日（注：平成１９年）、浜松キャンパスに高
柳記念未来技術創造館がリニューアルオープンしまし

訪れる多くの子供達にも環境保護の大切さを訴えていく
ことになる予定です。

た。土日も含めて 10:00 ~ 16:00 までオープンし、誰で

きて、まずは入り口から入ってみましょう。入り口の

も展示をご覧いただくことができます。本館は高柳記念

自動ドアを入ると、その日のスケジ、ユールやインフォ

未来技術創造拠点形成事業の一環として、今回リニュー

メーションを表示する案内ディスプレイがございます。

アルされたものです。佐鳴をお読みの浜松工業会会員の

是非、目を落としていただき中へと入ってください。

皆様は、趣旨等はこれまでに何度かお聞きになっている

入って目の前に高柳健次郎先生の銅像が目に入ります。

と思われますが、まずは趣旨を再掲いたします。

像の下には、旧高柳記念館を設立したときの趣意板が当

旧高柳記念館は、「高栁健次郎先生の偉業を偲びテレビ

時のまま残されています。その右 | 鮮の壁には、今回の

ジョン発祥の地を記念するため、昭和 36 年 9 月に設立

高栁記念未来技術創造拠点形成事業で一定額以上のご寄

されました。この度、これを高柳記念未来技術創造館に

付をいただいた企業、個人の皆様の寄付者ご芳名録がご

衣替えし、高柳健次郎先生の偉業に加え、テレビジョン

ざいます ( もし、まだ掲載されておらず、自分も載せた

の社会 ( 産業界 ) への波及効果についての具体例などを

い方、企業の方、いらっしゃいましたら、まだ間に合い

展示しております。

ます。ご寄付をお待ちしております )。

さらに、時代を創る技術開発によりマスコミに取り上

さて、これらのある 1 階には、まず受付がございま

げられた卒業生、および性能・サイズ・生産量などで世

す。ここでは女性スタッフが常駐しておりますが、特に

界ーといわれる部品や製品、企業の紹介、学内で取り組

お申し込みをいただくことなく、自由に見学をしてい

んでいる最新技術や未来技術などを紹介・展示していま

ただけます ( もちろん、声をおかけいただければ尚うれ

す。

しいですが )。今回の創造館では、従来の「特に目的を

未来技術創造館は、「ものづくり」や科学技術への関

持った方にご訪問いただく」場所ではなく、「だれでも

心を高めるために市民や小中高生の見学場所として開放

ふらつと気軽に立ち寄ることができる場所を目指してお

するとともに、講演会・交流会をはじめ、企画展やイベ

ります。開館の運用状況を把握するために来館者数の記

ントなども実施します。また、1 階は、産学のコミュニ

録はさせていただいておりますが、個人情報保護が厳し

ケーションサロンとして学外の方 ( 企業や卒業生など )

くなっている昨今、特にご記帳いただくなどはしており

も利用していただくことができます。詳しくはリーフ

ません。もし、「来学した証を残したい」方は遠慮なく

レット (13 ページ ) をご覧ください。

受付へお名刺をお残しください。

今回は、紙面で新しくなった高柳記念未来技術創造館

さて、受付横には、障害のある方や、赤ちゃん連れの

を体験していただくために、バーチャルツアーと題して

方などにもご利用いただける多目的トイレなど、清潔な

紹介いたします。もうご来館いただいた方は思い出して

最新型のトイレも用意いたしました。
その奥は、バーカウンターも設置された多目的ラウン

いただいて、今後ご来館予定の方にはそのガイドとして
お読みいただければ幸いです。現在、テレビ、ラジオ、

ジです。フルハイビジョンに対応したオーディオ・ビ

新聞や学会誌など各種メディアで結構な回数報道されて

ジュアル装置、30 人ほどの講演などができる什器、無

おります。もし、静岡大学、の文字を見かけたらそちら

線 LAN によるネットワーク接続設備等を用意しており

もご覧いただけますと幸いです。

ます。サロンでは、通常は来学いただいた帰りなどに少

まず、静岡大学浜松キャンパスへご来学いただきます

しお寄りいただいてご休憩、ご飲談いただくなど集いの

と、正門入り口に大学受付がございます。少々堅苦しい

場として、小学生等の来館時には説明会場として、もち

ところもありますが、まずはここで高柳記念未来技術創

ろん、本学大学院生などの若手にむけた「ものづくりサ

造館へ見学に来たことを告げていただきますと、場所を

ロン」会場として、夜は研究会や国際会議の懇親会会場

案内いたします。場所は本学キャンパス最南端、南門す

として、人と人とが集う場を提供できればと思っており

ぐ東隣で佐鳴会館とイノベーション共同研究センターの

ます。シックで落ち着いた内装は、カウンターとあわせ

間にある真新しい建物です。学内の他のコンクリートの

て学内には他に見ない ( 他大学でもあまり見ることのな

建物と違い、金属パネルで固まれた金属ケースのような

い ) ラウンジを作ることができたと思っております。お
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飲み物の提供など、まだまだこれから検討することは

「企業コーナー」は産業界で活躍する企業の展示ブー

多々ありますが、来学時は是非お立ち寄りいただけれ

スです。数ヶ月毎に各社に展示いただき、最新の情報を

ば、と思います。

ご覧いただきたいと思います。現在は、はじめの企業と

さて、本館のメインであります 2 階の展示室は、大き

して、浜松ホトニクス株式会社の展示がされており、高
柳先生とのご関係や、ノーベル賞を生み出したカミオカ

く分けて 7 つのコーナーから成り立っています。
「高柳先生コーナ」では、初期のテレビジョン関連開
発品や書物、先生のお言葉や教訓などを写真、ビデオ、

ンデで使われている光電子増倍管などを展示していただ
いております。
その隣は「世界一コーナー」です。性能はもちろん、

実物とパネルで展示紹介しています。単に古いものが並
んでいる、という展示ではなく、先生の単に技術的な面

大きさ、シェア、売り上げなどなんでも世界ーを展示す

だけでなく、人間性までをご紹介できれば、という気持

るコーナーです。浜松地域周辺や本学卒業生が活躍して

ちで準備をしています。昔の工学部 ( 浜松高等工業学校 )

いる企業からご推薦いただき、半年ぐらいの展示を御願

の写真なども今後増やしていく予定です。

いしています。本館の来場者で一番多い小学生に大変人

「実験・体験コーナー」は、そのすぐ後ろにあります。

気のコーナーで、浜松や静大って、こんなに凄かったん

物理の時間の放電実験の際、鉱石が光るのを見て感動

だと再認識してもらっています。是非、将来の受験生に

し、電気の道に進んだ、という高柳先生の書物から、本

つながってくれることをこっそりと期待しています。一

学工学部工作技術センター及び電子工学研究所ガラス加

般の方にとって、最終製品以外の世界ーは非常に新鮮な

工室の技術部が作製した放電光発光実験機、ニポ一円板

ようで、是非皆様の企業からもご推薦いただければ幸い

での実験を最新技術のレーザービームによる操作で再現

です。小さな部品が、でもこの部品がないと日本や世界

し、原理を理解することのできるニポ一円板レーザーテ

の産業界が成り立たないような、そんな世界ーはござい

レビ実験機、三原色による色あわせを体験できる色あわ

ませんか ?

せ実体験機、広帯域増幅の発明について理解することの

さて最後は「静岡大学コーナー」です。このバーチャ

できる実験機など、テレビの仕組みや原理を知ることの

ルツアーは 2 階展示室を左回りにぐるっと一周囲るスタ

できる人気のコーナーです。

イルで紹介してきました。左回り、すなわち反時計回り

偉業の展開コーナー」があり

の順路は博物館の基本なのだそうですが、本館では、高

ます。産業・学術・文化と単に技術にとどまらない高柳

柳先生が開発を開始した初期から、現在の産業展開、未

先生の偉業を出発点とした現代に至る発展を展示してい

来を創る本学の研究成果まで、過去から未来までをご覧

ます。高柳先生の影響は非常に広範囲で、かつ大きいた

いただくことができます。その最後が本学のコーナーで

め、実をいうとこのコーナーはまだまだ発展途中です

す。最近では本学も研究、教育面で多数の大きなプロ

が、是非同窓生の皆様のご協力をいただければ幸いで

ジェクトが走っております。例えば、各種教育 GP プロ

す。現在は、直接テレビ技術を利用した応用製品などが

グラム、21 世紀 COE、知的クラスター創成事業や国際

展示されています。

化推進プログラムなど従来にもまして元気いっぱい成果

その隣には「高柳先生

「藤岡コレクション」は本館所有の大型コレクション

を上げております。その成果を期間を区切りながら順に

で、初期の頃からのテレビジョンの歴史を見ることがで

ご紹介していきたいと思います。現在は知的クラスター

きます。上田市のテレビ技術者でいらっしゃる藤岡清登

創成事業、21 世紀 COE プログラムからの研究の代表例

様が個人で収集され、丁寧に整備された状態で、かつほ

を展示しております。これから順次、成果を展示してい

とんど動作する状態でこの度本館へご寄贈いただきまし

く予定です。また、このコーナーには現在、プロジェク

た。戦後間もない頃の白黒テレビから、本当に初期の米

ト X に登場した卒業生達をご紹介しております。全国

国製カラーテレビ、日本のテレビが世界を制覇する起源

からの見学がございますが、他大学の先生方からも高い

となったトランジスタテレビ、と日本中 ( 世界中 ) でこ

評価をいただいております。このコーナーでは本学の各

こでしか見ることのできないラインナップと言っても過

種資料、例えば、工学部案内や情報学部案内、電子工学

言ではありません。ただ、その数が膨大なため、残念な

研究所やイノベーション共同研究センターの案内をはじ

がら全品を常時展示するだけのスペースがございませ

め、研究内容をわかりやすく紹介したパンフレットやイ

ん。適宜テーマを決めて展示させていただきます。ディ

ベント案内など、各種情報誌を配布しております。思い

スプレイ関係の研究会が開催される機会などを見て、是

の外、パンフレット類は人気が高く、瞬く聞に大量に用

非 1 階のラウンジを使って全コレクションをご覧いただ

意した工学部案内が配布し終わり現在ご迷惑をおかけし

ける企画展なども企画していきたいと考えています。

ておりますが、新しい情報発信スペースとして活用して
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いきたいと思っております。
駆け足で紹介してきました高柳記念未来技術創造館で
すが、是非一度ご来館いただきご感想をお寄せいただけ
れば幸いです。卒業生の皆様がお集まりいただける場と
してはもちろん、残念ながら理科離れが進んでいる地域
の子供達や、目的意識が希薄になりがちな本学学生達に
「ものづくり」から発展した技術の「産業・学術・文化」

藤岡コレクション

への広がりを見せ、新しい関心を持っていただけるよう
努力していきたいと思います。また、現在、浜松工業会
会員や退職教職員のボランティアの方々 (39E111 山田修
寧様、40K 片橋靖様、K 退職教員 :39JC 山田恵敏様 ) で
展示の案内をしております。もし他にボランテイアのお
手伝いいただける方がいらっしゃいましたら是非ご協力
いただきたいと思います。
はじめにも書きましたように、本館は一般に広く開放
しております。卒業生の皆様はもちろん、一般の方等に

静岡大学コーナー

も広くお知らせいただければ大変ありがたく存じます。
展示企画も含め是非皆様のご協力をお願いいたします。
（「佐鳴」第１１６号より転載）

世界一コーナー

高柳記念未来技術創造館

企業コーナー

実験・体験コーナー

高柳先生偉業の展開

高柳先生コーナー

ラウンジ（1 階）
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公開講演会及び高柳健次郎記念シンポジウム
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静岡大学電子工学研究所５０年史の編集後記

一年半近くかけて「静岡大学電子工学研究所５０年史」を刊行することが出来て、ほっとしている。最
初は記念誌の刊行、ということでどのような内容にするか編集委員会で度々議論した。今後の研究所の発
展に資するもので無ければならない等の意見があった。しかし、それではどのような内容にするのか、と
考えると非常に難しい。そこで、単純に「５０年の歴史」を記録してはどうかといことになった。今後の
研究所の発展には過去を振り返ることも重要であり、このこと無しには今後の発展はあり得ないであろ
う、ということになった次第である。
そこで、この５０年間研究所においてどのような研究成果があり、そのためにどのような組織的取り組
みがあったかを記録することにした。又、歴史の継続性の観点から「研究所創立以前」の章と「電子科学
研究科」創立において主幹講座の役割を担った関係から、「電子科学研究科の創立から廃止へ」の章も設
けることにした。法人化以降大学改革が文科省より強く要請され、それにリンクして予算配分がコント
ロールされるようになった。校費が削減される一方、特別経費という競争資金が大幅に増加し、各大学間
の競争が熾烈になったこともあり、絶えず成果を出し、纏め、それを基にしてさらに新たなプロジェクト
に応募するという無限地獄のような競争システムに置かれている状況の中では国際会議、シンポジウムな
どの情報発信も重要となる。この「５０年史」では出来るだけそのような成果発信行事も詳しく記録し
た。
評価関係の資料もかなりのページ数を掲載した。資料には当時の種々の貴重な情報（教職員数、予算、
共同研究、研究成果、論文数、特許、等）が記されているので今後の参考になるであろう。また、評価委
員という外部の有識者の貴重な提言も含まれている。
どのような行事があったかは「研究所諸事項年表」の中に記録されているのでそのなかから重要と思わ
れる事項をピックアップして詳しく記録したつもりである。しかし、その中にすべての重要事項が含まれ
ているか、欠落しているのではないかと少し心配もある。種々の記録が系統的に電子ファイル、或いは書
類の形で残されているわけではない。最近はかなりそれらの記録が残されているがそれは個人的な好意と
努力によるところが多い。例え記録を残したとしてもそれをどのように整理するかそれをどこに保管する
か等、問題がおおい。研究所においては書類の保管庫が満杯になり、屋外にプレハブ小屋を設置している
状態である。今回種々の資料を探すのにいろいろ苦労して、書類の整理がいかに重要であるかを痛感し
た。
「５０年の歴史」は１９２４年設立の「電視研究室」から数えると９１年になる。幸い、我々は先人の
業績を「静岡大学テレビジョン技術史」に見ることができる。先人の偉大な業績の基に「電子工学研究
所」が設立されたことは諸先輩が諸所で述べられている。テレビジョンの研究から「ビジョンとセンシン
グ」を標榜する総合的に電子工学を研究する研究所へ、そして画像科学の新分野を開拓する「ナノビジョ
ン

サイエンス」の拠点へと進化を続けている。
このような進化の過程を少しでも客観的に記録できれば研究所の今後の発展に寄与できるのではないか

と祈念している次第である。
原稿の記述方法についてはいろいろご質問がありましたが統一した記述方法はとらず各自の自由な発想に
お任せした。その方が各自の個性が表れ、独自性のある原稿になるのではないかと判断した次第です。頂
いた原稿はページ数を節約するために２段組みにしてポイント数を小さくした。貴重な原稿の体裁など多
少変更したところがあることをお許し下さい。また、念入りに校正したつもりであるが文字化け・落脱が
あればご容赦下さい。「５０年史」中の章立てや配列順序などについては異見が多々あろうかと思います
がご勘弁の程をお願い致します。（福田安生

記。題字は僭越ながら福田がしたためました。悪筆をご容

赦下さい。）
編集委員：三村秀典、早川泰弘、杉浦敏文、福田安生、中西洋一郎、青木徹、池田浩也、庭山雅嗣
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