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～早稲田大学ナノテクノロジーフォーラム主催～

早稲田大学ナノテクノロジーフォーラム

第 4回分科会ワークショップ「グリーンエレクトロニクス分野」

「革新的エナジー・ハーベスティングに向けた材料・デバイス技術」

実施報告書

1. 会 場 ：早稲田大学 研究開発センター

120‐5 号館 1 階 121 会議室

2. 日 時 ： 2018 年 3月 9 日（金） 14:00～19：30

3. プログラム：

14：00～ 開会のご挨拶／大林 秀仁 ナノテクノロジーフォーラム会長

14：05～ 分科会の紹介／渡邉 孝信 早稲田大学理工学術院 教授

14：15～ IoT 時代のエナジー・ハーベスティング技術

NTT データ経営研究所 竹内 敬治

14：45～ 新規磁性半導体熱電材料を用いた熱電発電材料・デバイス開発

物質・材料研究機構（NIMS） 森 孝雄

15：15～ 軌道／電荷の揺らぎを用いた高性能熱電発電材料開発

早稲田大学理工学術院 勝藤 拓郎

15：45～ 休憩

16：00～ オン・シリコン熱電発電デバイスの開発

早稲田大学理工学術院 渡邉 孝信

16：30～ 圧電トランス薄膜音響共振子による電波発電

早稲田大学理工学術院 柳谷 隆彦

17：00～ 熱電変換と微小温度差発電

セイコーインスツル株式会社 岸 松雄

17：30～ 学生による 1 分スピーチ

※会場設営

学生によるポスターセッション

18：30～ 懇親会ご挨拶

ナノ・ライフ創新研究機構／早稲田大学理工学術院 川原田 洋
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【ポスターセッション】

※1 件につき 1分間のショートスピーチの後、ポスター発表

＃ 研究題目 発表者 研究室 ワンポイント PR

1 高分子添加ペロブスカイト

層の形成と太陽電池への

適用

白金 佑太 西出・小

柳津・須

賀研

（M1）

有機無機ペロブスカイト結晶の形成時に各種ポリマ

ーを添加することで粒径分布。形状の異なるペロブ

スカイト結晶が得られ、太陽電池特性および寿命の

向上に寄与することを見出した。光照射時の

Conductive-AFM 計測と合わせ、高分子添加効果

について考察する。

2 Effects of metal additives

on morphological

evolution of zinc

electrodeposition

大谷 智博 本間研

（LD4）

亜鉛負極の充電反応について，Pb または Sn の電

解液添加で実用上課題となる不規則な Zn 結晶の

成長が抑制される過程を議論。

3 水電解反応における気泡

成長挙動に着目した触媒

電極形成とその解析

藤村 樹 本間研

（LD2）

水素製造プロセスとして注目されている水素発生反

応(HER)について，その触媒電極の表面構造が

HER に与える影響を，表面濡れ性の制御が可能で

あるマイクロパターン電極を用いて解析しました。

4 層間変位センサーシステ

ムの開発と建築物構造ヘ

ルスモニタリングへの適用

服 部 晃 平

韓 宇華

谷井研

（M2・

M1）

建築物の安全性評価基準である層間変位(上層

の梁から下層の梁までの相対的な変形量)は、一

般に加速度センサの積分値によって間接的に計

測されますが、積分誤差を含んでしまう問題点が

あります。当研究グループでは、発光ダイオードと

光位置センサを組み合わせることで、層間変位

を直接計測する独自システムを構築し、その性

能検証を行っています。このような建築物内にけ

る分散センサシステムは、エナジーハーベスティ

ングとの融合に適しているとも考えられます。

5 低熱伝導率を有する熱電

材料に向けたメソポーラス

N ドープ TiO2 の作製

島崎 佑太 黒田・下

嶋・和田

（D2）

フォノンの選択的散乱を実現すべく、細孔が規則配

列したメソポーラス N ドープ TiO2 を作製した。その

結果、メソ細孔の付与によるフォノン散乱由来の熱

伝導率の大幅な低減を確認した。

6 p 型シリコンナノワイヤを用

いた熱電発電デバイスの

チャネル長依存性

武澤 宏樹 渡邉研

（B4）

当グループでは、Si-NW を短くするほど熱起電流が

増大する平面デバイス構造を提案しており、本研究

では p型 Si-NWの長さを変えた時の発電特性を評

価した。
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＃ 研究題目 発表者 研究室 ワンポイント PR

7 圧電薄膜フィルムを用い

た安価な振動発電素子

笹川 健太 庄 子 研

（B4）

ナノインクとインクジェットプリンタを用いて、安価で高

速に作製可能な振動発電デバイスを開発いたしま

した。

8 In situ Synthesis of

Magnesium Hydroxides

Modified with Tripodal

Ligands in an Organic

Medium

村松 佳祐 黒田・下

嶋・和田

研(LD2)

当研究室では吸着や触媒等の環境・エネルギー材

料として有望な層状金属水酸化物に有機修飾を施

し、その形態や構造、表面環境等の制御を行って

きました。今回はハイブリッド金属水酸化物の合成

時に有機溶媒を用いて修飾反応の制御を行った試

みについて発表します。

9 ナノワイヤ型シリコン熱電

デバイスにおける AIN 熱伝

導層の膜質が発電性能に

及ぼす影響

目﨑 航平 渡邉研

（B4）

AIN 薄膜の N 欠損と熱伝導率の関係について調査

し、その AIN 熱伝導層が発電性能に及ぼす影響を

調査した。

10 ボロンドープダイヤモンド超

伝導量子干渉計の開発

蔭浦 泰資 川原田

研（D2）

単結晶ダイヤモンドにて世界初、最高温度での

SQUID 動作実証に成功している。

11 高出力化に向けた

ALD-Al2O32DHG ダイヤ

モンド MOSFET の高電圧

動作における高周波特性

評価

今西 祥一朗 川原田

研（B4）

ダイヤモンド半導体は高周波・高出力デバイスとし

て期待される。

12 Influence of growth

temperature on carbon

nanowires synthesized by

template-assisted

microwave plasma

chemical vapor deposition

費 文茜 川原田

研（D1）

本研究はポーラステンプレートを用いて、マイクロ波

プラズマ化学気相成長法によりダイヤモンドワイヤの

合成を行いました。合成したワイヤの形状や構造の

評価を行った、その結果からみると、合成温度は合

成結果に強い影響を与えることが分かる。合成温

度を最適化を行うため、温度を変更させながら、最

適温度の調査を行った。

13 Normally-off Diamond

p-FET Application in

Cascode with Breakdown

Voltage over 1.7 KV

畢 特 川原田

研（M2）

低損失、高速化、高耐圧の complementary

inverter 今は結構重要な課題になり、我々川原田研

究はDiamond FETを用いて、Diamond complementary

inverter の研究や開発を行っています。



4.出席者数：65 名

講演者 6 名

会員企業 5 社 6 名

賛助会員 2 名

フォーラム役員 4 名

学内会員 11 名

学生 26 名

その他 6 名

事務局員 4 名

5.報告事項（事務局記載）

今年度 2 回目の開催となります、分

的エナジー・ハーベスティングに向け

きました。

～講演要旨～

＜NTT データ経営研究所／竹内氏

アプリケーションへの活用事例を紹

＜物質・材料研究機構／森氏＞広範

すなわち新規なナノ構造制御や磁性

＜勝藤先生＞強相関電子系における

るための基礎的な研究について講演

＜渡邉先生＞シリコンＣＭＯＳプロ

した。提案するデバイス構造は、微

しており、これまでの試作でも微細

＜柳谷先生＞将来に予想されるセン

ギーを得る技術が求められている。

について紹介した。

＜セイコーインスツル株式会社／岸

体温と外気温でできる微小温度差を

を例に、その熱設計、昇圧回路＋駆

製方法について報告した。

参加者の方々からは、最新の研究成

の多い有意義なワークショップとなっ

また、学生による 1 分間スピーチ及

ニクス分野に限らず様々な分野の研究

学生にとって大変良い刺激となったも

当フォーラムでは今後も継続して分

学生によるポスターセッション
開会のご挨拶／大林秀仁会長
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科会ワークショップでは、グリーン

た材料・デバイス技術」をテーマに

＞本講演では、エナジー・ハーベス

介し、将来展望を示した。

囲実用化に資するような熱電材料を

を活用した手法、などに関しての戦

軌道/電荷自由度を用いて、大きな

した。

セスで製造可能な新しいマイクロ熱

細化・高集積化により発電パワー密

化効果が確認された。

サネットワーク社会に向けて、電波

本講演では、新しい圧電トランス薄

氏＞

利用した熱電変換による発電と、こ

動機器との回路マッチングの重要性

果の講演が聴けたと大変好評なご意

たものとうかがえます。

びポスターセッションには 14 名の

成果が議論されました。ポスターを

のと感じました。

科会ワークショップを開催していき

意見交換会の様子
エレクトロニクス分野として「革新

学内外の研究者 6 名の方にご講演頂

ティングのコンセプトと様々な IoT

開発するための高機能化メカニズム、

略と研究の紹介を行った。

熱起電力と小さな熱伝導度を達成す

電発電デバイスの研究開発を紹介

度が増加するスケーラビリティを有

環境からセンサ駆動のためのエネル

膜音響共振子を用いた電波増幅素子

れを利用して駆動する熱発電腕時計

と、最適化された熱電素子とその作

見をいただき、聴講者にとって学び

学生が参加し、グリーンエレクトロ

きっかけに参加者同士の交流もあり、

たいと考えております。

以 上
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ご講演者

ポスターセッション参加者

白金佑太さん 大谷智博さん 藤村樹さん 服部晃

武澤宏樹さん 笹川健太さん 村松佳祐さん 目﨑航平

今西祥一朗さん 費文茜さん 畢 特さん

新規磁性半導体熱電材料を用いた熱電発

電材料・デバイス開発／森 孝雄氏（物

質・材料研究機構（NIMS））

圧電トランス薄膜音響共振子による電波

発電／柳谷教授（早稲田大学理工学術院）

熱

（

IoT 時代のエナジー・ハーベスティング

技術／竹内 敬治氏（株式会社 NTT デ

ータ経営研究所）

オン・シリコン熱電発電デバイスの開発

／渡邉教授（早稲田大学理工学術院）
軌道／電荷の揺らぎを用いた高性能熱電

発電材料開発／勝藤教授（早稲田大学理
平さん 島崎佑太さん

さん 蔭浦泰資さん

工学術院）

電変換と微小温度差発電／岸 松雄氏

セイコーインスツル株式会社）


