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センターについて センターについて

■ 世界最高水準の遠赤外ジャイロトロン
　赤外領域開発研究センターは、独自に開発した世界最高水準の遠赤外高出力

光源「ジャイロトロン」を武器に、電波と光の中間に位置し、電磁波の「未踏

領域」と言われている遠赤外 (テラヘルツ）領域の総合的な開発・研究を行っ

ています。

■ 遠赤外（テラヘルツ）領域の世界的拠点
　センターは、国内外多数の研究機関と学術交流協定や共同研究覚書を締結

し、グローバルな共同研究と学術交流を展開し、遠赤外（テラヘルツ）領域研

究の世界的な拠点として注目されています。

遠赤外領域の研究は、福井大学の重点研究分野として指定されており、第2期中期目標・中期計画に

も挙げられています。

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標
　【１】独創的でかつ特色のある重点研究を推進し、国際・国内研究拠点の形成を目指す。

      対応する中期計画

　【1-1】分子イメージングを始めとする先端的ライフサイエンス研究、原子力工学研究及び遠赤外

領域開発・応用研究などを重点的に推進する。

　【２】科学技術の発展に寄与する学術研究を推進する。

      対応する中期計画

　【２-４】世界的に優れた高出力遠赤外光源開発、遠赤外新分光・計測研究、遠赤外領域物性研究及

び高出力遠赤外新技術開発研究を推進する。

本センターが「我が国有唯一で世界最高水準のジャイロトロン」により先端的な研究実績を上げてい

る「遠赤外領域」は福井大学の工学系（工学分野）のミッション再定義において強く推進すべき研究

分野として指定されています。

　本センターが研究している遠赤外領域とは、きわ

めて広範な波長領域にわたる電磁波の内、可視光か

ら見て赤外の次に波長が長い波長領域のことで、波

長がおよそ1mmから数10ミクロンの、電波と光の

中間に位置する電磁波領域を指します。遠赤外領域

はテラヘルツ領域と呼ばれることもあります。テラ

ヘルツは周波数の単位で、テラヘルツ波の周波数

は、携帯電話等の通信に用いられている電磁波（ギ

ガヘルツ）の1000倍周波数にあたります。

　遠赤外（テラヘルツ）領域の電磁波は、光の直進

性と電波と透過特性の両方を持ち、21世紀が必要と

する画期的な新技術の宝庫です。

　この電磁波領域は有効な光源の欠如のため、長年電

磁波の未踏領域と呼ばれてきました。このことは逆

に、この分野がこれから飛躍的に発展する可能性を秘

めていることを意味します。センターでは、独自に開

発した高出力遠赤外光源「ジャイロトロン」をさらに

高度化する研究開発とともに、高出力遠赤外光源を用

いて初めて可能になる遠赤外領域の先進的・先導的研

究を行っています。

　さらにレーザー光を利用した高いピーク強度のパル

ステラヘルツ波技術と分光技術を組み合わせたテラヘ

ルツ科学の研究も推進しています。これにより、セン

ターは高出力遠赤外／テラヘルツ波分野の我が国有数

の研究拠点となっています。また、センターは国内外

の研究機関とグローバルなネットワークを構築して、

研究を推進しており、高出力遠赤外／テラヘルツ波分

野における研究開発の世界的拠点としての役割が期待

されています。

センターの概要

センターにおける研究開発目標

センター長

谷　正彦

１. 電磁波の未踏領域を解消するために：
　　　● 高出力遠赤外（テラヘルツ）光源「ジャイロトロン」のさらなる高性能化

　　　● 高効率伝送系・高感度検出器等遠赤外（テラヘルツ）の基礎・基盤技術の研究開発

2 . 高周波ジャイロトロンの応用研究：
　　　● パルスESR、非線形テラヘルツ波分光などの先進・先導的な計測応用研究を実施

　　　● ジャイロトロンによる高出力遠赤外光（テラヘルツ波）を物質の反応／プロセス制御、機能性材料開発等に

　　　  利用するパワー応用研究を実施

3 . テラヘルツ波科学の推進：
　　　● 新方式のテラヘルツ波発生・検出法、テラヘルツ分光法（THｚ－TDS）の開発により、生体分子や薬剤の計測・

      　 イメージング、テラヘルツ波環境計測や不規則凝縮相（溶液等）の超高速ダイナミクス等の研究を推進する。

4 . 新学術分野の創成：
　　　● 上記の先導的研究を通じ、基礎物理学、物質・材料科学、エネルギー科学、生命科学等の領域にまたがる高出力

      　 遠赤外光（テラヘルツ波）利用による新学術分野の創成を目指す。
福井大学中期目標・中期計画におけるセンターの位置づけ

工学系ミッション再定義における位置づけ

電磁波の分類（周波数帯によって分類される）

Gyrotron FU I
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年表　　福井大学における高周波ジャイロトロン開発とセンターの沿革

1980年代初期　研究開始

1984年 70 GHz、 100 GHzの発振に成功（高周波ジャイロトロンとして世界的に注目される）

1989年 380 GHz（サブミリ波ジャイロトロンの実現）

1991年 636 GHzを達成（周波数を向上させていく）

1992年 工学部附属超伝導磁場応用実験施設を学内措置により設立

1993年 837 GHzを達成

1997年 889 GHzを達成（世界最高周波数記録を保持）

1999年 工学部附属超伝導磁場応用実験施設を発展的に解消し「遠赤外領
 域開発研究センター」を文部省令に基づく学 内共同教育研究施設
 として設立

2005年 1013 GHzを達成（１テラヘルツのブレークスルー）

2006年 超低温物性実験施設を機能統合

2008年 テラヘルツ科学分野の組織強化

2011年 センターの公募型共同研究を開始

2013年 「遠赤外領域」が工学系ミッション再定義により福井大学において

 強く推進すべき分野に指定される
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山本 晃司 

センターの組織

遠赤外領域開発研究センターの研究部門

研究組織

●センター長（併）／谷 正彦（教授）     ●副センター長（併）／光藤 誠太郎（教授）
●センター研究主幹／斉藤 輝雄（教授）   ●国際連携担当／出原 敏孝（特命教授）

基幹研究部門 1

● 高出力遠赤外光源の開発
● ジャイロトロンの高効率化、高安定化、高周波数化研究

遠赤外基礎技術 教授：斉藤 輝雄 准教授：立松 芳典
特命助教：山口 裕資、福成 雅史

Development of fundamental far-infrared technologies

基幹研究部門 2 

● 新規なテラヘルツ波発生・検出法の開発
● 広帯域テラヘルツ波を用いた光学・分光研究
● 新規なラマン分光法によるテラヘルツ分光法
の開発

遠赤外応用技術 教授：谷 正彦 准教授：山本 晃司 助教：古屋 岳
特命助教：北原英明、Ali Khumaeni　博士研究員：岩前 敦

Applications of terahertz technology to research for material science and sensing

基幹研究部門 3 

● 高出力遠赤外光源の応用に向けた高度機能化研究
● 高品位伝送系の開発とジャイロトロンの多分野への応用

遠赤外新技術 教授：小川 勇
Development of new technologies in far-infrared region

基幹研究部門 4

● サブミリ波帯の電子スピン共鳴分光
● ミリ波･サブミリ波によるマテリアル・プロセシング
● 動的核スピン偏極(DNP)による高感度NMRの開発と応用

遠赤外超低温物性研究 教授：光藤 誠太郎 准教授：藤井 裕
Low temperature and condensed matter physics in far-infrared region

▲ ▲ ▲

P5, 6

▲ ▲ ▲
P9, 10

▲ ▲ ▲

P5, 6

▲ ▲ ▲

P7, 8

斉藤 輝雄 立松 芳典

谷 正彦 古屋 岳

光藤 誠太郎 藤井 裕

小川 勇
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センターの組織

国際連携研究部門 1

● Gyrotron FU CWシリーズを光源とする高出力テラヘルツ技術の開発
● 国内外研究機関との連携によるテラヘルツ新技術の開発と実用化  

高出力テラヘルツ技術 特命教授：出原 敏孝　博士研究員：E. M. Khutoryan
Development of high-power terahertz wave technology

▲ ▲ ▲

P5, 7, 8 

● 高感度遠赤外分光技術の開発・高出力テラヘルツ波の応用
● 新方式テラヘルツ波分光法の開発と応用

● 材料開発のためのサブミリ波ジャイロトロンの開発
● コンピューターシミュレーションによるジャイロデバイスの設計

客員研究部門 1 遠赤外応用・分光 教授：綱脇 惠章、大久保 邦三、堀 俊和 准教授：D. Bulgarevich
Far-infrared spectroscopy and its application

客員研究部門 2 遠赤外デバイス 教授：C. T. Que, E. S. Estacio, La Agusu, O. Dumbrajs, 
M. Glyavin, S. P. Sabchevski 

Development of far-infrared devices

● サブミリ波領域におけるESR分光測定
● サブミリ波ジャイロトロンを用いたESRとNMRの結合・相互作用の研究

協力研究部門 1 遠赤外物性 教授：菊池 彦光、福井 一俊
Material physics in far-infrared region

● 高品質セラミックスの機械的特性の評価
● 高出力遠赤外光を用いて開発した新材料の表面機能評価

協力研究部門 3 遠赤外素材評価 准教授：本田 知巳
Material evaluation in far-infrared region

 
リサーチアドバイザー 水崎 隆雄、阪井 清美、石山 新太郎、戸田 充  
研究支援推進員 ……………印牧 知廣 
派遣技術職員 ………………戸澤 理詞 
寒剤供給 ……………………寒剤供給セクション長：小川 勇（教授、兼任）

●
●
●
●
● 事務支援組織………………森戸 みゆき（教務補佐員）

             桒島 資子（事務補佐員）
                                 福井大学総合戦略部門研究推進課

研究支援組織

出原 敏孝

● 高出力フェムト秒レーザーを用いたTHz-TDSの開発
● 遠赤外分子レーザーの開発と応用

協力研究部門 2 遠赤外レーザー応用 教授：栗原 一嘉、藤元 美俊
Application of far-infrared laser

4ver. 2016.07.07

● 電磁波照射によるハイパーサーミア効果の研究
● 電磁波照射による生体・生体分子への影響評価

協力研究部門 4 遠赤外医学・生物学応用 教授：片山 寬次　准教授：松本 英樹
Medical and biological application of far-infrared technologies

……



研究内容・研究成果

ジャイロトロンの高度化研究

1 ジャイロトロンの高度化研究

ジャイロトロンの高度化研究

4. 発振出力の安定化

6. 高性能電子銃の開発
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　センターでは、幅広い分野に遠赤外ジャイロトロンの応用するため、これまでの実績を基盤として、ジャイロト

ロンの高度化研究を進めています。ここではその成果を紹介します。

　ガウスビームへの変換器を内蔵する連続動作ジャイロトロン(Gyrotron FU CW G Series)の開発を開始しまし

た。これにより、ジャイロトロンを幅広く応用研究に用いることができるようになります。

　ジャイロトロンを用いて１億度にもなる核融合プラズマのイオン温度が

計測できます。しかし、100 kW を超える高出力が必要です。センターで

は、2次髙調波発振で世界最高出力を達成し、基本波発振で一層高出力の

ジャイロトロン開発を進めています。

　ジャイロトロンの応用では、発振出力

の長時間安定性が必要です。センターで

は、PID制御法によるフィードバック操

作によって、出力の変動幅 0.6 %以下の

高安定化を実現しました。

　　ジャイロトロンの高度化には、電磁波を発生する基になる電子を放出する電子銃の高性能化が重要です。

　センターは、独自の設計手法により高性能電子銃を開発しました。

5. 周波数連続可変性の付与

　ジャイロトロン管、マグネットおよび電源のコンパクト化により、ジャイロトロンのコンパクト化に成功しました。

床面積:3 m2、 高さ:1.5 m に設置可能です。

1. モード変換器内蔵 ジャイロトロン  FU CW G Series

3. 高出力パルスジャイロトロンの開発

2. コンパクトジャイロトロン  Gyrotron FU CW C Series

Gyrotron FU CW GI Gyrotron FU CW GIII 

Gyrotron FU CW CI Gyrotron FU CW CII

陰極（Cathode）

福井大で開発したはじめてのモード変換器内蔵ジャイロト
ロン。ポジトロニウム超微細構造測定に利用。

2次高調波動作の高出力モード変換器内蔵ジャイロトロン。
パルスESR用光源として利用予定。

基本波動作
●周波数　203 GHz
●出　力　0.5 kW

2次高調波動作
●周波数　395 GHz
●出　力　0.4 kW

Gyrotron FU CW GI から
の放射ビームによる温度上
昇の赤外線画像
　　　　　　↓
ガウスビーム出力の実証

周波数可変

　●基本波 107-205 GHz、150-320 W

　●2次高調波  290-396 GHz、10-30 W

応用展開予定課題

　●磁気共鳴測定、DNP-NMR 

周波数固定
　●基本波  203 GHz、0.8 kW
モード変換器内蔵
　●ガウシアンモード出力
応用展開予定課題
　●ポジトロニウム測定

専用の電子銃開発により、
2次高調波発振で4%の発
振効率達成

10時間を超える連続発振
実現

Gyrotron FU CW GI Gyrotron FU CW GIII 

CW
Cll

コンパクト超伝
導マグネット

ラックマウント電源
で運転可能

運転パラメータの例
●カソード電圧　 20 kV
●ビーム電流　 300 mA

12 T 超伝導マグネットに搭載された
高出力パルスジャイロトロン。大型ヘリ
カル装置LHD（核融合科学研究所）への
適用を目標に開発中

高出力パルスジャイロトロンの開発目標
300～400 GHz の周波数が最適
300 kW の高出力が必要

ジャイロトロン

高温プラズマ

散乱波から
イオン温度
がわかる

　周波数簿連続可変性も応用
上重要です。左図の後進波発
振機構により、磁場強度の調
整等で周波数を連続的に変え
ることができます。センター
では、400 GHz 帯で約4 GHz 
の周波数可変幅を持つジャ
イロトロンを開発しました。

0.6％以下

長時間にわたる出力安定化を
実証したデータ

Cathode（点灯時） Cathodeから放出されて磁力線に巻き付いて運動する電子の軌道

後進波発振

導波管モード

ジャイロトロン

サイクロトロン
モード

実機ジャイロトロン目標
平成25年度
高度化研究の成果

平成23年度
平成21年度



研究内容・研究成果

ジャイロトロンの高度化研究

1 ジャイロトロンの高度化研究

ジャイロトロンの高度化研究

4. 発振出力の安定化

6. 高性能電子銃の開発

5 6

　センターでは、幅広い分野に遠赤外ジャイロトロンの応用するため、これまでの実績を基盤として、ジャイロト

ロンの高度化研究を進めています。ここではその成果を紹介します。

　ガウスビームへの変換器を内蔵する連続動作ジャイロトロン(Gyrotron FU CW G Series)の開発を開始しまし

た。これにより、ジャイロトロンを幅広く応用研究に用いることができるようになります。

　ジャイロトロンを用いて１億度にもなる核融合プラズマのイオン温度が

計測できます。しかし、100 kW を超える高出力が必要です。センターで

は、2次髙調波発振で世界最高出力を達成し、基本波発振で一層高出力の

ジャイロトロン開発を進めています。

　ジャイロトロンの応用では、発振出力

の長時間安定性が必要です。センターで

は、PID制御法によるフィードバック操

作によって、出力の変動幅 0.6 %以下の

高安定化を実現しました。

　　ジャイロトロンの高度化には、電磁波を発生する基になる電子を放出する電子銃の高性能化が重要です。

　センターは、独自の設計手法により高性能電子銃を開発しました。

5. 周波数連続可変性の付与

　ジャイロトロン管、マグネットおよび電源のコンパクト化により、ジャイロトロンのコンパクト化に成功しました。

床面積:3 m2、 高さ:1.5 m に設置可能です。

1. モード変換器内蔵 ジャイロトロン  FU CW G Series

3. 高出力パルスジャイロトロンの開発

2. コンパクトジャイロトロン  Gyrotron FU CW C Series

Gyrotron FU CW GI Gyrotron FU CW GIII 

Gyrotron FU CW CI Gyrotron FU CW CII

陰極（Cathode）

福井大で開発したはじめてのモード変換器内蔵ジャイロト
ロン。ポジトロニウム超微細構造測定に利用。

2次高調波動作の高出力モード変換器内蔵ジャイロトロン。
パルスESR用光源として利用予定。

基本波動作
●周波数　203 GHz
●出　力　0.5 kW

2次高調波動作
●周波数　395 GHz
●出　力　0.4 kW

Gyrotron FU CW GI から
の放射ビームによる温度上
昇の赤外線画像
　　　　　　↓
ガウスビーム出力の実証

周波数可変

　●基本波 107-205 GHz、150-320 W

　●2次高調波  290-396 GHz、10-30 W

応用展開予定課題

　●磁気共鳴測定、DNP-NMR 

周波数固定
　●基本波  203 GHz、0.8 kW
モード変換器内蔵
　●ガウシアンモード出力
応用展開予定課題
　●ポジトロニウム測定

専用の電子銃開発により、
2次高調波発振で4%の発
振効率達成

10時間を超える連続発振
実現

Gyrotron FU CW GI Gyrotron FU CW GIII 

CW
Cll

コンパクト超伝
導マグネット

ラックマウント電源
で運転可能

運転パラメータの例
●カソード電圧　 20 kV
●ビーム電流　 300 mA

12 T 超伝導マグネットに搭載された
高出力パルスジャイロトロン。大型ヘリ
カル装置LHD（核融合科学研究所）への
適用を目標に開発中

高出力パルスジャイロトロンの開発目標
300～400 GHz の周波数が最適
300 kW の高出力が必要

ジャイロトロン

高温プラズマ

散乱波から
イオン温度
がわかる

　周波数簿連続可変性も応用
上重要です。左図の後進波発
振機構により、磁場強度の調
整等で周波数を連続的に変え
ることができます。センター
では、400 GHz 帯で約4 GHz 
の周波数可変幅を持つジャ
イロトロンを開発しました。

0.6％以下

長時間にわたる出力安定化を
実証したデータ

Cathode（点灯時） Cathodeから放出されて磁力線に巻き付いて運動する電子の軌道

後進波発振

導波管モード

ジャイロトロン

サイクロトロン
モード

実機ジャイロトロン目標
平成25年度
高度化研究の成果

平成23年度
平成21年度



材料開発 物性研究

1. ジャイロトロンを用いた材料プロセッシングの研究

ジャイロトロンを用いた材料プロセッシング装置① ジャイロトロンを用いた材料プロセッシング装置②

世界初の300 GHz/2.3 kW 高出力電磁波照射装置 28 GHz/15 kW 高出力電磁波照射装置

電磁波材料プロセッシングの特徴

焼結対象のセラミックス自身が発熱する

● 高いエネルギーの利用効率（体積加熱方式）

● 急速加熱（熱伝導を利用しない体積加熱）

● 粉体の粒成長を抑えた加熱

● 熱ひずみの少ない、試料の一様加熱（損傷が起こらない）

● 精密な温度調整

● 超高温加熱が容易に実現

電磁波吸収特性の異なる材料を用いることにより熱平衡に
とらわれない反応プロセスが実現できる（選択加熱の効果）

特殊効果（非熱的効果や電磁波効果と呼ばれる）を利用した
革新的材料開発が行える

● 低温での緻密化の促進

● 酸化の抑制

● 難焼結材料の緻密化の促進

　2.45 GHzの電磁波による加熱は電子レンジとして一般にも普及している技術です。センターではジャイロトロ

ンの高周波・高出力の電磁波を用いることにより電子レンジの100倍に及ぶ高周波数の電磁波による加熱実験を

行うことができます。電磁波による加熱は、従来の加熱と異なり、物質を構成する分子に、直接エネルギーを注入

します。そのため、用いる電磁波の周波数や出力を上手く選んでやると、材料の機能が向上したり、新しい機能を

付加することができます。

　センターではジャイロトロンの開発と同時に、ジャイロトロンの特性を生かした応用研究に取り組んでいます。

世界で初めてジャイロトロンを用いた電子スピン共鳴に成功し、物性研究を行うと共に、これらの新技術開発は

ジャイロトロンの高度化にフィードバックされ、さらに前述の色々な分野での応用研究につながっています。ま

た、世界最高周波数（300 GHz）の電磁波による材料プロセッシング装置を独自に開発し、高周波電磁波による

材料開発研究を進めるなど、高出力遠赤外領域の新技術・新学術領域の開拓に取り組んでいます。

2. 強磁場磁気共鳴測定装置の開発と応用
　物質の性質（特に磁気的性質）を、強磁場・超低温の極限環境において調べることで物質を支配する物理的法則

がわかります。その際、高周波電磁波を用いた磁気共鳴法を用いることで、物質内部のミクロな観点からの情報を

これまで調べられなかった領域まで観測することができ、新しい発見が期待されます。

3. 高周波電子スピンエコー測定装置の開発
　電子は電気と磁気の性質を持っています。その磁気的性質はもっぱら磁石として利用されてきました。量子力学

の発展にともない、新しく電子の持つミクロな磁気的性質(スピン)の量子論的性質を利用する、スピンエレクトロ

ニクスや量子コンピューターの実現が注目されています。ジャイロトロンの高周波・高出力の電磁波を数ナノ秒

(10億分の一秒)程度照射し測定することで、これらの実現に必要な電子スピンの動的な特性を知ると共に電子ス

ピンを電磁波により制御することができるようになります。

mm-wave vector network
analyzer (MVNA)

フーリエ変換NMR
スペクトロメータ

ESR/NMR二重共鳴法による測定例

ESRによるシリコン中のリン原子の動的核偏極(DNP)
効果の観測とNMR遷移の誘起による核偏極のコント
ロール(Y. Fujii et al., Proc. of FIRT 2012)

開発中の高周波電子スピンエコー測定装置

磁場域　定常磁場18テスラ
　　　　パルス磁場40テスラ
温度域　1.5～300 K（液体ヘリウム）
　　　　0.1 Kまで到達可能（希釈冷凍器）
周波数帯域
　電子スピン共鳴(ESR): 最高800 GHz(MVNA)
　核磁気共鳴(NMR): 5～400 MHz (300 WパルスRF）

7 8

2 高出力遠赤外領域の材料・物性研究

光駆動半導体スイッチングデバイスによりコヒーレ
ンシーを保ったまま10 ns、20 ns　に超短パルス化
された154 GHzジャイロトロン出力

28 GHz、300 GHzの電磁波焼結実験を行い明らか
になった高純度アルミナセラミックスの見かけの活
性化エネルギーの周波数依存性
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Siプリズム結合LiNbO3結晶（上図）を用いたTHz波のチェ
レンコフ位相整合＆ヘテロダインEOサンプリング検出波形

LiNbO3結晶

THz波

プローブ光

1. 新規なテラヘルツ波発生・検出法の開発
　 － チェレンコフ位相整合を用いたテラヘルツ波の電気光学検出法

2. テラヘルツ波の超集束効果研究

テラヘルツ時間領域分光 THz-CARS

　テラヘルツサイエンス研究グループでは、テラヘルツ領

域の分光研究とその応用研究を行っています。

　● 新規なテラヘルツ波発生・検出法の開発

　● 広帯域テラヘルツ波を用いた光学・分光研究

　● 新規なラマン分光法によるテラヘルツ分光法の開発

　テラヘルツ時間領域分光法（Terahertz-Time Domain 

Spectroscopy, THz-TDS）では、フェムト秒の時間分解で

広帯域テラヘルツ波の時間波形の測定を行い、0.1～5 THz

のスペクトルを測定することができます。このような実験を行うために、フェムト秒パルスレーザーや光伝導ス

イッチ素子（THz波の発生および検出のための素子）を用いています。

　自由空間を伝搬するテラヘルツ波は、回折限界によってサブミリメートル以下に集光することは困難なこと

（集光限界）が知られています。しかし、金属テーパーと金属平行平板を合わせた金属導波路を用いることに

よって、簡単にテラヘルツ波が波長よりも小さい領域に集めることが可能です。これをテラヘルツ波の超集束効

果といいます。

　テラヘルツ波の超集束効果を達成することによって、薄膜や微量サイズの試料に対するテラヘルツ波検査への

応用へ展開することが可能となります。

　われわれは、超集束効果が起こる原因を調べる基礎研究から、テラヘルツ波による薄膜・微量検出の応用研究

を行っています。

3. 新規なテラヘルツ帯ラマン分光法の開発 ― 時間領域コヒーレントラマン分光法の開発

　テラヘルツ帯の分子振動を調べる新規手法として、時間領域で信号検出を行う「時間領域コヒーレンントラマン

分光法の開発を進めています。従来の方法ではテラヘルツ帯の差周波数を持つ、2台の周波数制御された励起レー

ザーが必要でしたが、新しく開発した手法では、パルスレーザーの周波数分散をうまく制御することで1台のレー

ザーで励起可能で、数10GHzの低振動数領域まで観測することが可能です。

　新規なテラヘルツ波の検出法としてチェレン

コフ位相整合という方法を用いた電気光学

（EO)サンプリング（注）検出法を開発しました。

　この方法ではテラヘルツ波とプローブ光が交差

する角度を調整することで、どのような波長のプ

ローブ光も利用できるという利点があります。

　さらに従来のように偏光変化を検出するので

はなく、強度変化のみを検出するヘテロダイン

EOサンプリング法の研究も行っています。

注：電気光学サンプリングとは、電場により特定の結晶（非
線形光学結晶）の屈折率が非等方的に変化することを利用し
て、電磁波の波形をパルスレーザーを用いて時間分解検出す
る計測手法です。

3 テラヘルツ波を用いた分光･応用研究

テラヘルツ時間領域分光装置

0.17 ps

ノイズ
レベル

108

>105

超集束によって透過したテラヘルツ波 薄膜－空気2重層のテラヘルツ波の分散曲線

テラヘルツ波の時間波形 テラヘルツ波のパワースペクトル

THz時間領域CARS分光の原理を示す模式図
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国際共同研究

カールスルーエ
工科大学（ドイツ）
●高性能ジャイロトロン
の開発と応用

●超高出力ジャイロトロ
ンと超高周波数ジャイ
ロトロンの開発研究

ワーヴィック大学NMR
研究センター（英国）
●ジャイロトロン出力の
照射によるDNP-NMR 
分光の研究

ウクライナ科学アカデミーUsikov高周波物理・電子工学研究所
における共同研究

招へい教授のSantos 教授
（フィリピンのデ・ラ・サル大学より）

● センターは、海外の12機関と学術交流協定、13機関と共同研究覚書を締結し、国際共同研究を展開しています。
● 

●
 
招へい教授の制度により、常時1名の外国人研究者を招聘し、国際交流を展開しています。

国際的な研究推進

シュツットガルト大学、 
プラズマ研究所（ドイツ）
●遠赤外ジャイロトロンの
高性能化

●遠赤外ジャイロトロン出
力の高効率伝送系の開
発研究

ウクライナ科学アカデミー
Usikov高周波物理・電子工
学研究所(IRE NASU)
（ウクライナ）
●ミリ波遠赤外領域で動作す
る発振器の開発と応用

ブルガリア科学アカデミー
電子工学研究所
（ブルガリア）
●コンパクト電子線照射装
置と遠赤外ジャイロトロ
ンのための電子銃の最適
化の研究

ハルオレオ大学
（インドネシア）
●高出力遠赤外光を
用いた材料・物性に
関する研究

D.Y.Efremov電気物
理研究所精密理工学セ
ンター（ロシア）
●強力粒子ビームおよび
電磁波の発生と応用

ロシア科学アカデミー
応用物理学研究所
（ロシア）
●高周波ジャイロ装置
の開発と応用

ソウル国立大学テラヘルツバ
イオ応用システムセンター
（韓国）
●高出力テラヘルツ光源開発
とバイオ応用研究への展開

フィリピン大学物理学
研究所（フィリピン）
●半導体素子を用いた
テラヘルツ波素子の
開発

デ・ラ・サル大学理学
部（フィリピン）
●半導体ナノ構造物質
からのTHz波放射の
研究

学術交流協定および共同研究覚書を交わした研究機関

ラトビア大学固体物
理研究所（ラトビア）
●テラヘルツ領域ジャ
イロトロンの物理
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センターは、10年間にわたり推進してきた国際コンソーシアムを見直し、2015年度に新たな枠組みのもとに
海外10機関・国内2機関との連携による「高出力テラヘルツ領域開発研究推進のための国際コンソーシアム」
を立ち上げました。センターはコンソーシアムの中心的役割(facilitator)を担っています。

ver. 2016.08.30



国内共同研究国際共同研究

カールスルーエ
工科大学（ドイツ）
●高性能ジャイロトロン
の開発と応用

●超高出力ジャイロトロ
ンと超高周波数ジャイ
ロトロンの開発研究

ワーヴィック大学NMR
研究センター（英国）
●ジャイロトロン出力の
照射によるDNP-NMR 
分光の研究

ウクライナ科学アカデミーUsikov高周波物理・電子工学研究所
における共同研究

招へい教授のSantos 教授
（フィリピンのデ・ラ・サル大学より）

● センターは、海外11機関と学術交流協定、11機関と共同研究覚書を締結し、国際共同研究を展開しています。

● 海外6機関・国内2機関との連携による国際コンソーシアム『国際連携による「サブミリ波ジャイロトロンの開

発と応用」に関する研究推進』を展開し、センターはその拠点となっています。

● 招へい教授の制度により、常時1名の外国人研究者を招聘し、国際交流を展開しています。

国際的な研究推進

　センターはすでに、国際コンソーシアムを主宰する中核としての役割を担うなど、高出力遠赤外 /テラヘルツ波技

術の開発を推進する世界的な拠点の一つとして機能しています（→11ページ）。国内諸機関との連携についても、セ

ンターは、開発した高性能遠赤外ジャイロトロンの幅広い研究課題への応用やテラヘルツ波科学の推進のために、一

層の強化を図っています。これは、コミュニティ研究者の要望に応えることでもあります。

　この状況を踏まえ、センターは、高出力遠赤外領域研究における国内共同研究拠点としての機能強化に向けて、学

内措置により、公募による国内共同研究を平成23年度から開始しています。この共同研究制度は、従来個人レベル

で行われてきた共同研究を強化するとともに、センター自体の研究活力の向上にも寄与しています。これは、セン

ターが目指す遠赤外光・テラヘルツ波光源の開発・学術応用において新分野の創成につながると期待されます。

　国内共同研究を公正かつ円滑に実施するため、セ

ンター運営委員会のもとに、センター外の研究者を

含む委員により構成される共同研究委員会が設置さ

れています。この共同研究委員会が共同研究の公募

や審査、成果報告会の開催などを担います。

　このような共同研究の情報は研究者コミュニティ

等にも広く開示されており、新たな共同研究の応募

を喚起しています。積極的な共同研究のご提案をお

待ちしています。

　詳しくはセンターホームページ内の国内共同研究

のページをご覧ください。

　公募型国内共同研究は、平成23度に採択課題20件でスタートしました。その後、採択数は増加し、共同研究の規模

は年々拡大する傾向にあります。この共同研究には、約50の機関に所属する研究者約80人が参加し、年間のセンター

来訪延べ人数は約700人･日に達しています。平成26年度の減少は、初年度からの継続課題の多くが平成25年度に終

了したためです。

　平成23年度～平成24年度の2年間においてもすでに、学術雑誌論文7編、国際会議論文3編、国際会議発表71件、

国内学会発表58件の共同研究成果が生まれ、高出力遠赤外領域における研究アクティビティの向上に寄与しています。

　また、共同研究の分野は、生命科学や物質科学へのジャイロトロンの応用を目指したDNP-NMR分光法、ジャイロト

ロンを用いたポジトロニウムの超微細構造準位間の誘導遷移の実証といった基礎物理学の領域、エネルギー科学の領域

に関わる核融合プラズマ計測法、新素材開発からテラヘルツ波科学の展開のための要素技術開発、磁気共鳴法による物

性研究など広範囲にわたっています。

国内共同研究（公募型）について

シュツットガルト大学、 
プラズマ研究所（ドイツ）
●遠赤外ジャイロトロンの
高性能化

●遠赤外ジャイロトロン出
力の高効率伝送系の開
発研究

ウクライナ科学アカデミー
Usikov高周波物理・電子工
学研究所(IRE NASU)
（ウクライナ）
●ミリ波遠赤外領域で動作す
る発振器の開発と応用

ブルガリア科学アカデミー
電子工学研究所
（ブルガリア）
●コンパクト電子線照射装
置と遠赤外ジャイロトロ
ンのための電子銃の最適
化の研究

ハルオレオ大学
（インドネシア）
●高出力遠赤外光を
用いた材料・物性に
関する研究

D.Y.Efremov電気物
理研究所精密理工学セ
ンター（ロシア）
●強力粒子ビームおよび
電磁波の発生と応用

ロシア科学アカデミー
応用物理学研究所
（ロシア）
●高周波ジャイロ装置
の開発と応用

ソウル国立大学テラヘルツバ
イオ応用システムセンター
（韓国）
●高出力テラヘルツ光源開発
とバイオ応用研究への展開

フィリピン大学物理学
研究所（フィリピン）
●半導体素子を用いた
テラヘルツ波素子の
開発

デ・ラ・サル大学理学
部（フィリピン）
●半導体ナノ構造物質
からのTHz波放射の
研究

学術交流協定および共同研究覚書を交わした研究機関

実施体制概要

共同研究実施の推移

共同研究の実績

ラトビア大学固体物
理研究所（ラトビア）
●テラヘルツ領域ジャ
イロトロンの物理
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国内共同研究（公募型）の実施体制概要

▲ ▲ ▲

P13, 14 共同研究の例

▲ ▲ ▲

P15 利用可能な装置

コミュニティ
共同研究者
個人レベル
研究機関レベル

共同研究委員会

共同研究課題の
企画・立案
公募・審査

成果の評価・報告・公表

応募・報告

共同研究情報

委員の構成
センター専任教員
および
福井大学教員

共同研究実施要請
共同研究委員の推薦
委員長の指名

遠赤外領域開発センター
運営委員会

センター長

報告

予算
配分

公募・評価



研究成果トピック

　国内外研究機関との共同研究により、生命科学・物質科学・基礎物理学等、幅広い分野の画期的科学技術開発に

取り組んでいます。

テラヘルツ光照射によるNMR感度の向上の原理
高出力遠赤外光が、図中の赤色矢印や青色矢印で示す変化
を起こします。

大阪大学蛋白質研究所におけるDNP-NMR測定例
（左 : 通常のNMR、 右 : DNP-NMR）

Si基板上に成長させたGaAs-AlGaAsのコアシェル構造
ナノワイヤの走査型電子顕微鏡写真

上向き、下向き磁場を印加したとき、および磁場を印加しないときの

GaAs-AlGaAsのコアシェル構造ナノワイヤと半絶縁性GaAs（参

照用）からのテラヘルツ放射波形（左）そのパワースペクトル（右）

※Appl.Phys.Lett.102（2013）063101より抜粋

遷移確率の周波数依存性
エネルギー準位差に対応した特定の周波数で遷移確率
が増大することが初めて直接的に測定されました。

エネルギー準位間遷移とガンマ線発生のイメージ

計測装置図

東京大学生産技術研究所で製作されたアンテナ超格子結合系
の構造

0.395 THz の光をアンテナ超格子結合系に照射し、照射
電力を増加させると、素子の電流ー電圧特性が変化しま
す。理論曲線との対応から電界ドメインの消失が認めら
れ、ブロッホ発振の可能性を示唆しています。
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2. ポジトロニウムの超微細構造の直接計測 ― 素粒子物理学の課題解明 
　 （東京大学素粒子物理国際研究センターとの共同研究）

1. DNP-NMR分光による蛋白質分子の解析 ― NMR分光の高性能化
　 （大阪大学蛋白質研究所、Warwick大学（英国）との共同研究）

3. テラヘルツ波を用いた半導体ナノ構造の研究 ― 導体ナノ構造からのテラヘルツ波放射 ― 
　  （国立フィリピン大学物理学研究所との共同研究）　

4. 強力サブテラヘルツ光照射によるブロッホ発振の可能性を探る研究
　  （東京大学生産技術研究所との共同研究）

研究成果トピック

共同研究による成果のトピック

　
●ジャイロトロンからの高出力遠赤外光を試料に照射して電子の高磁化を原子核に移す（DNP、動的核偏極 )こと
により、NMR分光の感度が飛躍的に向上します（DNP-NMR分光）。この手法は、蛋白質分子等、複雑分子の構造
解析への応用が期待されています。

●ジャイロトロンを用いたWarwick 大学の実験では、ジャイロトロン出力の照射によりNMR分光の感度が約60
倍向上しました。

●大阪大学蛋白質研究所の600MHz-NMR装置では、395GHz 帯のジャイロトロンを用いることにより、46倍
の感度向上を達成しました。

●ナノワイヤなどの半導体ナノ構造にフェムト秒レーザーを照射するとテラヘルツ波が構造に依存して放射され
ます。そのメカニズムはまだ十分解明されていませんが、この現象を利用して、ナノ構造の評価やナノ構造を利用
した高効率なテラヘルツ波発生素子の実現が期待されます。

●ジャイロトロンから発生する高出力遠赤外光を半導体超格子に照射することにより、格子内に存在する高電界ド
メインを消失させ、テラヘルツ帯の広い周波数領域にわたって有効な周波数可変の固体光源（ブロッホ発振器）を
実現します。●ジャイロトロンからの高出力遠赤外光は、素粒子物理学の研究にも応用されています。

●高出力遠赤外光を照射しながら、エネルギー準位の遷移に伴って発生するガンマ線を計測することにより、ポジ
トロニウムのエネルギー準位差を直接測定する実験に世界で初めて成功しました。



研究成果トピック

　国内外研究機関との共同研究により、生命科学・物質科学・基礎物理学等、幅広い分野の画期的科学技術開発に

取り組んでいます。

テラヘルツ光照射によるNMR感度の向上の原理
高出力遠赤外光が、図中の赤色矢印や青色矢印で示す変化
を起こします。

大阪大学蛋白質研究所におけるDNP-NMR測定例
（左 : 通常のNMR、 右 : DNP-NMR）

Si基板上に成長させたGaAs-AlGaAsのコアシェル構造
ナノワイヤの走査型電子顕微鏡写真

上向き、下向き磁場を印加したとき、および磁場を印加しないときの

GaAs-AlGaAsのコアシェル構造ナノワイヤと半絶縁性GaAs（参

照用）からのテラヘルツ放射波形（左）そのパワースペクトル（右）

※Appl.Phys.Lett.102（2013）063101より抜粋

遷移確率の周波数依存性
エネルギー準位差に対応した特定の周波数で遷移確率
が増大することが初めて直接的に測定されました。

エネルギー準位間遷移とガンマ線発生のイメージ

計測装置図

東京大学生産技術研究所で製作されたアンテナ超格子結合系
の構造

0.395 THz の光をアンテナ超格子結合系に照射し、照射
電力を増加させると、素子の電流ー電圧特性が変化しま
す。理論曲線との対応から電界ドメインの消失が認めら
れ、ブロッホ発振の可能性を示唆しています。

13 14

2. ポジトロニウムの超微細構造の直接計測 ― 素粒子物理学の課題解明 
　 （東京大学素粒子物理国際研究センターとの共同研究）

1. DNP-NMR分光による蛋白質分子の解析 ― NMR分光の高性能化
　 （大阪大学蛋白質研究所、Warwick大学（英国）との共同研究）

3. テラヘルツ波を用いた半導体ナノ構造の研究 ― 導体ナノ構造からのテラヘルツ波放射 ― 
　  （国立フィリピン大学物理学研究所との共同研究）　

4. 強力サブテラヘルツ光照射によるブロッホ発振の可能性を探る研究
　  （東京大学生産技術研究所との共同研究）

研究成果トピック

共同研究による成果のトピック

　
●ジャイロトロンからの高出力遠赤外光を試料に照射して電子の高磁化を原子核に移す（DNP、動的核偏極 )こと
により、NMR分光の感度が飛躍的に向上します（DNP-NMR分光）。この手法は、蛋白質分子等、複雑分子の構造
解析への応用が期待されています。

●ジャイロトロンを用いたWarwick 大学の実験では、ジャイロトロン出力の照射によりNMR分光の感度が約60
倍向上しました。

●大阪大学蛋白質研究所の600MHz-NMR装置では、395GHz 帯のジャイロトロンを用いることにより、46倍
の感度向上を達成しました。

●ナノワイヤなどの半導体ナノ構造にフェムト秒レーザーを照射するとテラヘルツ波が構造に依存して放射され
ます。そのメカニズムはまだ十分解明されていませんが、この現象を利用して、ナノ構造の評価やナノ構造を利用
した高効率なテラヘルツ波発生素子の実現が期待されます。

●ジャイロトロンから発生する高出力遠赤外光を半導体超格子に照射することにより、格子内に存在する高電界ド
メインを消失させ、テラヘルツ帯の広い周波数領域にわたって有効な周波数可変の固体光源（ブロッホ発振器）を
実現します。●ジャイロトロンからの高出力遠赤外光は、素粒子物理学の研究にも応用されています。

●高出力遠赤外光を照射しながら、エネルギー準位の遷移に伴って発生するガンマ線を計測することにより、ポジ
トロニウムのエネルギー準位差を直接測定する実験に世界で初めて成功しました。



トピックス

101101101

3F

2F

1F

5F

4F
102

602 603601 604 605 606 607

501 502

503

504505

609 608

402 403401 404

405406

202

203

201

301

WC WC

WCWC

WC WC

EV

EV

EV

EV

EV

EV

ロビー

遠赤外分子レーザー装置

基盤装置

モード変換器内蔵ジャイロトロン
FU CW GI 

1 THz ジャイロトロン   FU CW III
20 T超伝導マグネット

　2010年3月、2012年3月に続いて、2014年3月5日か

ら7日までの3日間にわたって、遠赤外技術に関する国際ワー

クショップ（International Workshop on Far Infrared 

Technologies 2014, IW-FIRT 2014）を開催しました。

海外から14名、国内から68名の参加者を得て、口頭講演29

件、ポスター発表19件があり、急速に進展しつつある遠赤外

技術に関する最新の研究成果が報告されるとともに、活発な

討論が展開されました。

　2013年3月14日および15日に、テラヘルツジャイロ

トロンの開発応用に関する国際シンポジウム Interna-

tional Symposium on Development of Terahertz 

Gyrotrons and Applicationsを、国際コンソーシアム

（p.11参照）の運営会議を兼ねて、開催しました。 国際コン

ソーシアム参加機関に限らず、サブテラヘルツからテラヘ

ルツ帯のジャイロトロン開発と応用に関する最新の研究成

果の講演とともに、解決すべき課題や今後あるべき展開お

よび期待に関して，参加者の間で突っ込んだ議論が行われました。サマリーとして、センターを中心とする国際共同

研究体制の重要性が確認され、今後、センターが世界的な拠点としての機能を一層強化することが求められました。 

　西日本における強磁場研究拠点強化に向けて、2014年までに大阪大学大学院理学研究科

附属先端強磁場科学研究センター、神戸大学分子フォトサイエンスセンターとの間で相互に

連携・協力に関する協定を結びました。3大学の地名とUniversityのCenterがネットワーク

を形成することから、「KOFUCネットワーク」と名付けました。この協定の下、パルス強磁場等

を用いた研究協力・共同研究を行うとともに、強磁場科学分野の人材育成を図ります。これに

より日本の強磁場物性研究ネットワーク「強磁場コラボラトリー」計画の推進に寄与します。

第5回遠赤外技術に関する国際ワークショップの開催

西日本パルス強磁場研究拠点KOFUCネットワーク

　本学の寒剤（液体窒素、液体ヘリウム）の供給を行っている超低温物性

実験施設は、本センターの寒剤供給セクションが管理運営をしていま

す。本学は1968年に最初の液化ヘリウム製造装置が導入され、寒剤を

用いた教育研究に伝統があり、ジャイロトロンの高周波化研究の基盤と

もなってきました。2013年度に新しいヘリウム液化回収システムが

導入されました。液化能力が向上（純ヘリウムガス運転で 60 L/h）した

だけでなく、貯蔵可能量が増え、貴重なヘリウムガスを効率的に再利用

できるシステムに更新されました。この更新によって、多くの研究者に

寒剤が供給され、本学の教育研究のさらなる発展が期待されます。

ヘリウム液化回収システムの更新

テラヘルツジャイロトロンの開発応用に関する国際シンポジウムの開催 
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センターの基盤装置 トピックス

○    ジャイロトロンFU CW IIA 

○    ジャイロトロンFU CW IIB 

○● ジャイロトロンFU CW III（301室）

○    ジャイロトロンFU CW IV 

○● ジャイロトロンFU CW G I（301室）

○    ジャイロトロンFU CW G III

○    ジャイロトロンFU CW G V 

○    ジャイロトロンFU CW C I  

○    ジャイロトロンFU CW C II 

○    パルスジャイロトロン

－    パルステラヘルツジャイロトロン

－   15 Tヘリウムフリー超伝導マグネット

○● 遠赤外分子レーザー装置（203室）

○    BWO光源システム

○    ミリ波オロトロン発振器

○● ジャイロトロンセラミックス焼結装置（28 GHz）(101室)

－    ジャイロトロンセラミックス焼結装置 (24 GHz)

○● テラヘルツ時間領域分光装置(THz-TDS) (405室)

○ 　フェムト秒レーザー再生増幅器

○ 　原子間力顕微鏡(AFM)

－    キャビティーダンパー

－    光パラメトリック型 フェムト秒パルス波長変換器

－    自己モード同期 

○● テラヘルツESR装置（下の2つを組み合わせて使用）(超低温施設)

○ 　18 T超伝導マグネット（温度可変インサートまたは希釈冷凍機を付けて使用）

○ 　テラヘルツ・ベクトルネットワークアナライザー

○ 　電波暗室

－    サブミリ波帯プラズマ散乱装置 

THz ESR装置28 GHz セラミック焼結装置 THz-TDS装置

●印 : 写真付きで紹介した装置 

○印 : 国内共同研究で利用可能な装置

－印 ： その他の基盤的装置
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研究成果の公開発信等

研究活動に関するデータ（最近5年間）

教育

　センターではおよそ月1回の割合で遠赤外、テラヘ

ルツ領域の研究で著名な研究者を招き、公開セミ

ナー（参加費無料、事前登録不要）を開催していま

す。開催スケジュール、その他の詳細についてはセン

ターのWebページ（http://fir.u-fukui.ac.jp/）に掲

載しています。

活躍する学生たち

遠赤センターで学ぶには？

●工学部
　・物理工学科 （http://kou25hp.eng.u-fukui.ac.jp/apphy/)
　・電気・電子工学科 （http://kou25hp.eng.u-fukui.ac.jp/el/)

●工学研究科博士前期課程
　・物理工学専攻　・電気・電子工学専攻

●工学研究科博士後期課程
　・総合創成工学専攻　物理工学講座　　・総合創成工学専攻　電子システム講座

各学科、専攻の入試情報については福井大学の入試情報Webページ
（http://www.u-fukui.ac.jp/~nyushi/admission_sect/eng/index.html） をご参照いただくか、
学務部入試課 （TEL： 0776-27-9927 平日8：30～17:15） にお問い合わせください。　　　
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研究成果の発信・公開

  センターにおける研究成果は、一般の学術誌、学会

等において発表されるもののほか、年度ごと発刊され

る研究成果報告書「遠赤外領域研究」とセンター英語

論文集「Annual Report」においても公開していま

す。また数年に一度開催される「遠赤外技術に関する

国際ワークショップ」(International Workshop on 

Far-Infrared Technologies, IW-FIRT)およびその会

議論文集「Proceedings of IW-FIRT」においても

報告されます。一般学術誌に掲載される前の研究成果

をいち早く公開するために、論文の速報版として「遠

赤センターレポート（FIR Center Report）」も発

刊しています。

公開セミナー

　センターでは工学部、工学研究科と連携し、学部の

4年生および大学院生を受け入れ、卒業研究、博士前

期課程（修士課程）および博士後期課程（博士課程）の

研究指導を行っています。

　センターにおいて卒業研究、修士および博士課程

の課題研究を行うためには、以下の学科または専攻

に在籍し、4年生、および博士前後期課程に進級・進学

時に遠赤センターの教員が属する研究グループに配

属されることが必要です。

　センターで研究する学生は国内、海外で開催される学会・研究会等で研究成果を発表したり、海外へ短

期留学したりして活躍しています。

・ 日本分光学会国際シンポジウム・年次講演会若手講演賞

・ 日本電磁波エネルギー応用学会（JEMEA)シンポジウム、JEMEAベストポスター賞

・ 日本物理学会領域2学生優秀発表賞

・ International Photonics Conference 2011、 Student Paper Award

・ 応用物理学会北陸・信越支部学術講演会発表奨励賞

・ 国際シンポジウム最優秀学生ポスター賞

・ 福井大学工学研究科大学院優秀学生

　約2週間フィリピン大学に滞在し、実験を行いました。私たちが持ち込んだ

実験装置はフィリピン大学の学生にとってどれも初めて見るものばかりで、

とても興味をもっていました。フィリピン大の学生は学ぼうとする意欲がと

ても高く、私も負けていられないと感じました。短期海外留学という他の研

究室では経験できないことをさせていただきました。

● 学会賞の受賞等

● 短期海外留学した学生の感想

短期海外留学時の様子

● 工学部
● 工学研究科博士前期課程
● 工学研究科博士後期課程

 → http://www.eng.u-fukui.ac.jp/
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ホームページ

アクセス ●バ　　ス …… JR福井駅前－（約10分）－福井大学前下車（市内バス乗り場） ⑩番乗り場
●電　　車 …… JR福井駅－（約10分）－えちぜん鉄道で福大前西福井駅または田原町駅下車、
 または福井鉄道で田原町駅下車
●タクシー …… JR福井駅－（約10分）－福井大学下車
●北陸自動車道 …… 福井IC又は福井北ICから西へ8km

福井大学文京キャンパスマップ

〒910-8507  福井市文京3-9-1
TEL.0776-27-8680   FAX.0776-27-8770


