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研究者  (4) 電気電子工学科

担 当 科 目 先端電子材料 / 電気回路 1/ ナノ構造制御デバイス（大学院）
専 門 分 野 電子材料工学 / 強誘電体工学 / 半導体工学

論文・報告

「Control of Physical Properties of High-Quality A-SiC：H Films and Its Application to Photovoltaic 
Devices」（学位論文）

「Preparation of （Pb, Sr）TiO3 Films by Sol-Gel Technique」（Japanese Journal of Applied Physics, 2005）
「Micropatterning of Ferroelectric Thin Films by Electron-Beam-Induced Reaction Process」（Japanese 
Journal of Applied Physics, 2008）

「Fabrication of Ferroelectric Microstructures by Electron-Beam-Induced Patterning Process」
（Ferroelectrics, 2010）
「Micropatterning of Metal/Ferroelectric Films by Electron-Beam-Induced Reaction Process」（5th EM-
NANO, 2015）

所 属 学 会 応用物理学会（平２. ４～）
学会委員等 応用物理学会北陸・信越支部幹事（平 18 ～ 19，22 ～ 25）/ 応用物理学会代議員（平 22 ～ 25）

現在の研究課題
１．強誘電体薄膜、圧電体薄膜の作製、およびデバイスへの応用

高機能を有する強誘電体薄膜を作製し、高機能強誘導体メモリや機能デバイスなどへの応用を目指している。
２．電子線誘起反応を用いた微細加工

強誘電体前駆体薄膜に電子線照射することで起こる電子線誘起反応を用いて１μm 以下の微細パターンを直接形
成し、圧電デバイスや強誘電体デバイスへの応用を目指している。

共同研究のキーワード
強誘電体薄膜 / 圧電体薄膜 / 電子線加工

集積機能デバイス工学講座

准教授
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博士（工学）
（京都大学・平９）

京都大学工学部電子工学科卒業（平 2.3）/ 京都大学大学院工学研究科電気
工学第二専攻修士課程修了（平 4.3）/ 京都大学大学院工学研究科電気工学
第二専攻博士後期課程修了（平 9.9）/ 富山県立大学工学部助手（平 9.10 ～
19.3）/ 富山県立大学工学部講師（平 19.4 ～ 23.3）/ 富山県立大学工学部准
教授（平 23.4 ～）

■経   歴

京都大学工学部電気電子工学科卒（2009）　京都大学大学院工学研究科電
子工学専攻修士課程修了（2011）　同博士後期課程修了（2014）　豊橋技術
科学大学電気・電子情報工学系助教（2014 ～ 2019）　富山県立大学工学部
講師（2019 ～）

■経   歴

担 当 科 目 センサ工学 / 論理回路 / 計測工学 / 電子・情報工学実験 3
専 門 分 野 半導体工学 / センサ工学 / 集積回路工学

論文・報告

・"Study on Resistive Switching Phenomenon in Metal Oxides for Nonvolatile Memory" （学位論文）
・"Gas Discrimination Based on Single-Device Extraction of Transient Sensor Response by a Metal-Oxide Memristor Toward 
Olfactory Sensor Array," Proc. IEEE Sensors 2019, 1168, Oct., 2019
・"H2O2 Detection by Redox-based Potentiometric Sensors under Biological Environments," Sens. Mater., vol.30, no. 10, p.2359, 
Oct., 2018. 
・“CO2 Sensing Characteristics of a La2O3/SnO2 Stacked Structure with Micromachined Hotplates,” Sensors, vol.17, no. 9, p.2156, 
Sep. 2017.
・“Comparative study on the deposition of enzyme-entrapped membranes with spatial homogeneity for bioimaging,” Sensors and 
Actuators B Chem., vol.239, pp.800–806, Feb. 2017.
・“Design, fabrication, and characterization of bridge-type micro-hotplates with an SU-8 supporting layer for a smart gas sensing 
system,” J. Micromechanics Microengineering, vol.27, no.2, p. 024003, Feb. 2017.

所 属 学 会 IEEE, 応用物理学会，電子情報通信学会，電気化学会化学センサ研究会

学会委員等

・2017 年 6 月～ 2019 年 5 月　電子情報通信学会電子デバイス研究専門委員会　幹事補佐
・2019 年 6 月～現在　同上　幹事
・2017 年 7 月 AWAD2017 Program Committee Member
・2018 年 7 月 AWAD2018 Program Committee Co-chair
・2019 年 8 月～ 2019 年 6 月 Associate Editor, IEICE Trans. Electronics

受 賞 歴 ・2014 年 1 月　電気材料技術懇談会　研究奨励賞受賞
現在の研究課題

半導体をベースにしたセンサデバイスについて研究を行っています．
・集積化 CO2 センサに関する研究

植物工場等などへの応用をねらい，高湿度環境下で利用可能かつ小型低消費電力な集積化 CO2 センサを実現すべく，新規デバイス構造の提
案や駆動方法の観点から研究しています．

・金属酸化物メモリスタを用いたにおいセンシング技術の研究
小型高性能なにおいセンサチップの実現に向け，におい過渡特性を単一素子で取得可能とする金属酸化物メモリスタの特性制御や，これと
ガスセンサの集積化について研究しています．

共同研究キーワード
センサデバイス / 酸化物デバイス / 集積回路 / メモリスタ

集積機能デバイス工学講座
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（1986生）
博士（工学） 

（京都大学・2014）


