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Research topics conducted within the G-COE project

1. Electro-optic Effect of Ferroelectrics Thin Films
A small optical modulator is a key devices to realize high-speed optical
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communication in home and offices in the next generation. This research is
conducting to develop small optical modulators using electro-optic effect of
ferroelectric thin films. Electro-optic effect of barium strontium titanate films will
be evaluated by mean of newly developed ellipsometer system shown in Fig. 1.
We are going to develop a small optical modulator with good performance
above 10 GHz.

Fig. 1 Ellipsometer system
used for the electro-optic

強誘電体薄膜の電気光学効果
将来の情報通信には、家庭内、オフィス内で光速光通信の使用が計画され

ているが これを実現するには 光の強度を電気信号により変調する小型光

2. Shear-mode Ultrasonic Motors Using Lead-free 
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measurement.

Fig. 2 Structure and photograph

ているが、これを実現するには、光の強度を電気信号により変調する小型光
変調器の開発が必要となる。本研究では、この小型光変調器を従来材料であ
るニオブ酸リチウム、ニオブ酸タンタル単結晶に代わり、高周波誘電特性に
優れるチタン酸バリウム－チタン酸ストロンチウム固溶体薄膜を用いて形成
することを目的としている。薄膜の電気光学特性は、新たに開発した図１の
装置を用いて測定する。強誘電体薄膜の組成・構造を制御することで、 終
的に、10GHz以上の周波数帯域で優れた特性を有する光変調器を開発する。

Piezoelectric Ceramics
Usage of lead containing piezoelectric ceramics will be restricted in the

future because of the toxicity of lead. We have focusing on the high
piezoelectric activity in alkaline niobate based ceramics and have recently
succeeded in developing new ceramics with performance comparable to PZT.
This research is conducting to develop ultrasonic motors and ink-kjet heads
driven by the shear-mode piezoelectricity of the ceramics. A primitive
ultrasonic motor and an ink-jet head using lead-free piezo-ceramics have
been successfully developed as shown in Figs. 2 and 3.
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Fig. 3 Photograph of ink-jet
head using lead-free piezo-
ceramics.been successfully developed as shown in Figs. 2 and 3.

非鉛系圧電体用いたシェアーモード 超音波モータ
現在、圧電セラミックスには鉛を主成分とするチタンジルコン酸鉛(PZT)が使用されているが、鉛の有害

性により、将来、その使用が制限される可能性がある。しかし、PZT代替する非鉛系材料は未だ開発されて
いない。我々は、ニオブ酸アルカリ系材料の示す高いシェアモード圧電特性に着目し、これまで研究を行っ
てきており、 近、PZTに匹敵する特性を有する材料の開発に成功した。そこで、従来まで顧みられること
の少なかったシェアーモードを利用し、本研究では超音波モータ（図２）を開発した。また、同じく非鉛系
圧電体のシェアーモードを利用し、インクジェットヘッドを開発し（図３）、ノズルからのインクの吐出を
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