
ています。この方式では固有振動数を上げるために圧電材料を薄膜
化させますが、なかなか良い材料がないのが現状です。例えば、圧
電材料の王様のチタン酸ジルコン酸鉛（PZT）などは誘電損失と音
響減衰が大きく、GHz帯で使うのは難しくなります。
　そんな中、我々のグループは、高圧電性、低誘電損失、低音響減
衰の三拍子が揃った、窒化物新圧電材料を発見しています（文献1、
図1）。現在ではフィルタ用の材料研究について海外大手半導体メー
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　スマートフォンに搭載される部品の多くが１個あたり数円程度なのに対して、無線フィルタ
はその数十倍以上もの値がつき、非常に大きなビジネスになっています。国際ローミングの影
響で、１台の携帯電話に搭載されるフィルタの数
は50個程度にもおよび、各々の無線規格に対応
できる圧電材料がますます要求されています。
　圧電・弾性波デバイス分野では開発に必要な技
術水準が高く、人件費と物価の安い他国に真似さ
れにくいのも大きな特長です。そのためこの分野
は国内メーカがまだ世界のトップシェアを占める
ことが許されています。圧電デバイス分野は決し
て良く知られた分野ではございませんが、日本が
強みを持つ国産技術として、ご支援頂けると幸い
と思っております。
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　現在、スマートフォンには数々の無線周波数から欲しい周波数帯を送受信するためのフィル
タが搭載されています。また、スマートフォンに最適な数GHz帯の周波数は無線LANなど他の
さまざまな情報通信用途に使われ、使用できる帯域がひっ迫しているのが現状です（周波数資
源と呼ばれることもあります）。通常の無線用バンドパスフィルタはインダクタンスとコンデン
サ素子を組みわせば作製することができます（LCフィルタ）。しかしながら、数GHz帯ではそ
れぞれの通信帯域がギリギリの間隔で並んでおり、LCフィルタではＱ値（フィルタの鋭さ）が
足りず混信してしまいます。例えば、米国の2GHz携帯電話システムでは上りと下りの帯域の
間が、たったの20MHzしかないものもあります。
　これらの要求を満たすために、スマートフォンでは超音波（弾性波）を使ったフィルタが採用
されています。フィルタには圧電効果を持つ材料が使われます。通信に使う電磁波が圧電材料
に入力されると、その電気エネルギーは圧電効果を介して音波に変換されます。その音波が材
料の寸法で決まる固有振動数で共鳴し、逆圧電効果により再び電気信号に変換されることで、
フィルタとして働きます。つまり、音波共鳴が電気共振に比べて著しくＱ値（鋭さ）と温度安定
性が高いことを利用して、高性能フィルタを達成しています。
　現状では、圧電単結晶基板上を伝搬するSAW（ソウ、弾性表面波）がフィルタに主に用いら
れています。しかし最近では、スマートフォンはそのデータ量の多さから超高周波で通信する
ため、できるだけ高い周波数で音波共鳴させる必要がでてきています。将来に4GHz以上の周
波数ではSAWフィルタは使えなくなることが予想されています。そこで、4GHz以上に対応で
きる圧電薄膜の共振を使ったFBAR（エフバー）フィルタと呼ばれる方式が徐々にシェアを上げ

スマートフォン向け無線フィルタ材料の開発 早稲田大学先進理工学部 電気・情報生命工学科　准教授 柳谷隆彦

図1　新しい窒化物圧電材料YbGaNの特性

文献1：T. Yanagitani, and M. Suzuki,
“Enhanced piezoelectricity in YbGaN 
films near phase boundary,” Appl. 
Phys. Lett., 104 082911, (2014).
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液晶といえばディスプレイ、と思われがちだが、表示パネルは液晶応用の一例にすぎない。
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ソフトマターの非平衡構造に注目

Tabe Yuka
多辺由佳

──大学院の時代から液晶関係の研究をされているそうですが。
　修士課程の時に、リオトロピック液晶の研究を始めました。就職し
てしばらく他の分野にいましたが、職場の配置換えで再び液晶研究に
戻ることになり、今に至っています。液晶というと、携帯電話やパソ
コン、テレビ等の表示パネルと思われがちですが、液晶の応用はそれ
だけではありません。
　液晶は簡単に言うと異方性をもった液体です。液体ならではの動き
やすさと結晶的な異方性が、省エネルギー表示パネルとして用いられ
る理由です。通常の液晶素子には、外場のある時とない時それぞれで
の安定構造が使われますが、近年、非平衡状態（周囲とエネルギーや
物質のやり取りがある状態）の液晶構造を積極的に使おうという動き
が出てきました。私達は以前から、このような液晶の非平衡構造に興
味をもって研究しています。

液晶の動的構造
──具体的には、どういう研究でしょう。
　1つには、液晶性の分子集合体を使ってマイクロマシーンを作る、
というものです。昨年のノーベル化学賞からもわかるように、近年、
１分子モーターの研究が盛んです。私達は、分子1個から成るモータ
ーではなく、ある程度の数の分子が二次元面に集合した分子集合体、
すなわち単分子膜をベースにした、柔らかいモーターを作ろうとして
います。これは生体膜からヒントを得たテーマです。
──生体膜というと医療分野でも使えるのですか。
　そのまま使うというわけにはいきませんが、ドラッグデリバリーシ
ステム（DDS）の機能向上に役立つかもしれません。今、温度勾配や
濃度勾配によって回転する分子ローターを埋め込んだ疑似生体膜を作

っています。これをDDSのカプセルに使うと、ターゲットの濃度勾配
を感知して自発的にその方向に進むDDSになる可能性があります。
　単分子膜に関してはこれとは別に、企業と共同で進めているテーマ
があります。よく知られるように、バルク（＝三次元状態）と表面・
界面では、同じ物質でも構造や性質が異なります。特にソフトマター
では接触する相手からの影響で、その違いが顕著に見られます。ある
物質のバルクでの情報はあったとしても、界面1分子層ではどんな構
造をとるかは推測が難しく実験も簡単ではありません。界面での構造
や運動性を直接観察し、また接触相手によってそれがどう変わるかを
調べて、機能性薄膜の設計をする企業に協力しています。
　一例を挙げますと、液晶パネルの基板には、内部の液晶分子の向き
をそろえるため、配向膜と呼ばれる薄いフィルムがついています。配
向膜には、液晶分子の回転を許容しつつ分子の集団揺らぎをできるだ
け止めるという、相反する性質が求められます。よい配向膜を作るた
めには、まず界面でどの程度液晶分子が並んでいて、どのくらい熱的
に揺らいでいるのかを知る必要があります。私達は自ら開発した手法
で界面の特性を調べ、情報を企業に提供、企業はそれを元に分子設計
や界面設計を行う、という形で共同研究を進めています。
──膜以外にはどんな研究対象を扱っていますか？
　二次元・三次元を問わず、キラルな液晶（不斉炭素分子を持つ液晶）
に興味を持っています。先に少しご紹介した、温度勾配や濃度勾配を
与えると回転する分子集合体というのは、キラルな液晶でできています。
キラル液晶は、鏡に映った自分自身と重ね合わせられない構造、いわ

ばプロペラのような構造を持って
いるので、気体やイオンが透過す
ると一方向に回転します。三次元
のキラル液晶の場合、物質流の他
に、熱の流れでも一方向回転が駆
動されるので、これを用いて、熱
の分布を高精度で表示するセンサ
ーを作ることができます。
　さらに、熱から回転を取り出す
逆過程として、液晶を回転させて
熱を取り出す、という研究も始め
ています。例えば、風車は風が吹
くと回転しますが、逆に風車を外
から力を与えて回転させると、扇
風機のように風を送り出すことが

できます。同じ発想で、キラル液晶が熱流で回るなら、液晶分子を一
方向に回すと熱を輸送するのではないか、と考えました。やってみると、
確かに温度勾配を作り出せるのです。現在定量的な評価をしていると
ころですが、これを利用してマイクロヒートポンプを作製したいと考
えています。
　他には最近、結晶に近い固い液晶相に、新しい非平衡構造を見つけ
ました。これは、2つの液体を混合させて作った固いミクロンサイズ
の液晶が、電子線の照射によって一方向に剛体回転するというもので
す。電子線と分子との相互作用が回転の原因と考え、この液晶の電気
物性を東工大との共同研究で調べています。新しい有機半導体として
の可能性に期待しています。

新しい構造を見つけ一緒に考える
──指導法というか、研究室の運営についてもお聞かせください。
　指導するというより、一緒に考え、相談して研究を進めていくスタ
イルです。彼、彼女らの自由な発想は、私には思いつかないことも多く、
議論が楽しいです。研究室に新しいメンバーが入ると、最初に大雑把
なテーマだけは与えますが、後は、各自が工夫して道筋をつけていき

ます。ずっと先まで見通したテーマというわけではないので、やり始
めると行き詰まることも多いです。そういう時、皆で一緒に相談して、
解決策を見つけていきます。学生達がどう思っているかはわかりませ
んが、私は彼らを、興味を共有して同じ目標を目指す仲間と思ってい
ます。
──ソフトマター物理研究の特徴は何でしょう？
　私達は新しい物質を作り出せないので、既にある物質に今までにな
い環境や外場を与えることで、新しい構造（静的・動的両方）を見つ
けようというスタイルです。一つ見つかると、どう発展させるかが自
然に見えてきます。他力本願に思われそうですが、常に「見逃さない」
ことが重要で、センスを磨かないとできません。またソフトマター物
理の分野では、素粒子研究などと違い、実験と理論が完全分業されて
いません。私達は実験が専門ですが、簡単なモデルは自分達で考える
ことにしています。学生達は、発想・実験・モデル構築という一連の
流れをフルコースで経験します。
──最後に普段の方針があれば教えてください。
　週に一度、研究テーマごとの班別にディスカッションを最低でも1
時間はかけてしています。トータル10時間くらいにはなりますので、
時間を確保するのが難しい時もあるのですが、一緒に考えて話し合う
ことが、研究を進める上で最も重要なことだと思っています。
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多辺研究室集合写真

コレステリック液晶滴に温度勾配（7.3℃/mm）を与えると、
液晶分子が一方向に回転する。この図では、熱流が画面表から
裏に向かって流れている。
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研究業績

黒田研究室 岡　佑弥さん

　この度は、このような素晴らしい賞を頂き大変光栄に思います。ご指導
いただいた黒田一幸教授、和田宏明教授、下嶋敦准教授、黒田義之助教、
並びに研究室の皆様に厚く御礼申し上げます。私の研究は、金属水酸化
物ナノ粒子の集合構造をナノスケールで制御し、高機能な固体塩基触媒
を合成することを目的としています。固体塩基触媒は医薬品や香料等のフ
ァインケミカルズの合成に用いられ、工業的にも価値のある研究です。黒
田研究室には現在約50人と非常に多くの学生が在籍しています。その中
でも各自が研究テーマを持ち、多岐にわたる研究を行っています。日頃よ
り多くの研究に触れることで、幅広い知識を得ることができました。修了後
は黒田研での経験を活かし、世界の人々の「いのち」と「くらし」に貢献
するものづくりに励んでいきたいと思います。

2016年度 第３回 ZAIKEN Festa 受賞者紹介z zQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

左から大木先生、岡 佑弥さん、
蔭浦泰資さん、須藤充人さん、
小山先生

ポスターセッション

1938年鋳物研究所として創立された本研究所も創立50周年を契機に1988年「各
務記念材料技術研究所」に名称を改めました。現在、10名の研究員により、基
幹研究とプロジェクト研究を中核とした多様かつ先鋭的な材料研究が展開されて
います。新しい事業として研究者・研究室間での相互理解を深め、異分野交流
の促進、研究情報発信の推進を図るため、材研OB等の企業の方も参加可能な
材研フェスタ（学生ポスターセッション）が企画・開催されました。

修士２年
菅原研究室 須藤充人さん

　この度は、第3回ZAIKEN Festaにおきまして優秀賞を頂き、誠に光栄
に思います。
　私が所属する菅原研究室では、無機合成化学の合成技術と有機化学・
有機金属化学・高分子化学の合成技術を駆使した、有機-無機ハイブリッ
ド材料の作製手法について研究しています。その中で私は無機層状物質を
出発物質として、金属酸化物ナノシート表裏に親水性および疎水性を示す
有機化合物を固定化した両親媒性ヤヌス型ナノシートを作製し、乳化や泡
立ちといった界面活性剤としての機能を評価しております。
　ZAIKEN Festaでは他分野の方とも議論することができ、大変勉強になり
ました。今回の受賞を励みに今後も研究に尽力していきたいと考えています。
　最後に、今回の受賞にあたり、ご指導頂きました菅原教授、井戸田助教
並びにお世話になった多くの方々に厚く御礼申し上げます。

修士２年

川原田研究室 蔭浦泰資さん

　この度は、2016年度最優秀賞を頂きまして大変光栄に存じます。川原田研究室では、ダイヤモンドと
いう材料を中心に、結晶成長・表面終端・超伝導などの基礎物性評価からパワーデバイス・バイオセンサー・
量子センシング応用まで多角的な研究を行っております。本研究は、超伝導が発現するほど硼素を高濃
度に添加した単結晶ダイヤモンド中に生じる異方的格子歪みとその格子緩和過程を、断面TEM・逆格子
マッピングにより評価したという基礎研究です。超伝導ダイヤモンドは、その合成難度の高さから基礎物
性面でも多くの未知な研究対象が存在しますが、将来的には超伝導デバイス応用まで実現できるよう研
究に邁進していく所存です。最後になりますが、本研究にあたり断面TEMサンプルの作製・観察に協力
していただいた材研の方々をはじめとして、研究に協力して頂いた皆様に感謝致します。

博士１年

最優秀賞
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