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司　会 本日は、「ナノと物性」領域の第1期研究

者の最終報告書作成というタイミングに

合わせて領域アドバイザの先生方3人に

お集まりいただき、座談会を企画いたし

ました。現在、広く社会からも注目を集め

ているナノテクノロジーに関連するさきが

けプロジェクトの研究領域「ナノと物性」

についてのお考え、特に第1期の研究者

の研究成果についてのご印象を聞かせて

いただければありがたいと思います。

司　会 まずナノテクノロジーに寄せられる期待

についての先生方のお考えを伺うところ

から始めたいと思います。

川　畑 私はナノテクノロジーに関連する物理学

の研究を1980年代後半から続けています

が，当時はメゾスコピックという表現が

用いられていました。いつ頃からかナノテ

クノロジーと言う表現が世界中で用いら

れるようになり、活発に研究が進められて

います。これまでの多様な研究を眺めて

みると「ナノサイエンス」の中には優れた

結果が数多くでていますが、「ナノテクノ

ロジー」まで届くにはまだギャップがある、

と言う印象を持っています。ただ、ここ数

年さきがけ研究の進展などを見ていると

意外に早く「ナノテクノロジー」に届くか

もしれないとも思います。もう一押しとい

うところではないでしょうか。

小　倉 「ナノテクノロジー」という言葉には流行

便乗的なもの、浮ついた響きを当初感じ

ていました。半導体の世界ではサブミク

ロン精度を目標とすることは随分前から

取り組んできましたし、化学の分野でも

分子設計と称して小さなものから新しい

機能の発現をめざす試みは永年やってい

たので、取り立てて新しいことではない

ように思っていました。ただ、近年本領域

の研究会などに出て多くの研究者の活動

を見聞きすると、非常に多様なものを研

究者達が「ナノ」と感じて出してこられる。

そういうものが一堂に会するということで

新しい刺激が生まれ、実のある研究へ育

って行く可能性

が高まるかもし

れない、と思い

始めているとこ

ろです。研究助

成、研究振興の

観点からは、ブ

ームに乗るだけ

の提案から実の

あるテーマを選
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んでエンカレッジすることが重要になりま

す。

司　会 たしかにはじめにネーミングあり、という

感じがありましたが、「ナノと物性」という

領域を設定してみると、競争率10倍にお

よぶ多数の応募があり、将来性のあるテ

ーマを採択したところ、物理的、化学的、

生物学的なものが混ざった非常に横断的

なラインアップとなりました。科学研究の

精密化が進んでくると、とかく分野の細分

化が進みすぎる傾向があります。物理学

の中の物性物理の中の半導体の中のさら

にその一部というように。もちろん深さを

追求することは重要ですが、横断的な発

想を刺激するような旗を掲げて研究支援

することも魅力となるのかな、と感じてい

る次第です。

司　会 ナノ研究が上滑りなものにならない留意

点としてはどのようなことをお考えでしょ

うか。

川　畑 上滑りにならないためにはやはり人の後

を追わないという態度が重要だと思いま

す。特に限られた期間を設定した研究プ

ロジェクトでは、焦点を絞って計画し、ま

っしぐらに進むことが良いのではないか。

それでびしっと狙いを当てた、と言う研究

も少なくないのです。これに対して最初

の計画が漠然としているとどこに行けば

よいのかわからなくなり、

確かにナノに関連はして

いるがナノのどこに興味

を見出しているのかわか

らない、となるようなもの

も見受けられます。目標

を貫く強さが大事ではな

いでしょうか。

小　倉 研究支援における留意点について申しま

す。「ナノと物性」では物理的なもの、化

学的なものを広く採択しましたが、選考委

員の専門や興味から遠いテーマの提案で

優れたものを取り残したのではないか、

という点は気になったところです。また、

例えば半導体の低次元構造に関係したテ

ーマなどは相当な年月の蓄積があるため、

派手に見えないが中には重要な課題を誠

実に追いかけている研究の提案もあっ

た。これに対し新しい物質、新しい研究

手法を取り上げたテーマのほうがインパ

クトが大で、選考プロセスがある程度流

行に影響されることはあったと思います。

ただし、全体的に見ると、基礎的でしっか

りした研究計画のものと、社会的なイン

パクトを加味しながら計画したものの両

方が含まれる採択結果となっており、大

きな間違いはなかったように思います。

司　会 「ナノと物性」領域の第1期研究では電子

物性、光物性、スピン物性、ナノ構造解

析手段、ナノ構造の応用など広い分野

にわたる研究テーマが採択されました。

これらの中で印象に残った研究成果につ

いてお話しいただけませんか。

川　畑 電子物性・光物性分野では、共鳴トンネ

ル効果デバイスの仕事を高く評価します。

目標が明快で、きっちりと実験をやったと

ころが評価できます。ナノテクノロジー、

ナノサイエンスの研究課題の多くは本当

にできるかできないかが勝負なんですね。

共鳴トンネル効果による負性抵抗デバイ

スについても原理としては昔から判って

いたのですが、1990年ごろにはとても実

現が難しいということに思われるようにな

っていた。それを見事に実証したという
川畑領域アドバイザ
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研究で、工学系の研究者のすごさが感じ

られました。

司　会 この研究でははっきりした微分負性抵抗

特性を示すトンネル効果素子が実現でき

ましたが、思い出すと、研究提案時点で

トップデータとしては既に良い特性を出

していたのですね。選考インタビューの

ときに「再現性は？」という質問があり、そ

の時点では「再現性が良くないので一工

夫することを課題としたい」という回答で

あったと思います。その後「ローカルエピ

タキシー」といって100ナノメートル程度の

狭い面積のところだけに選択的にヘテロ

結晶成長する手法を開発し、非常に均一

性の高いものができることを発見した。

その材料をもとに素子特性を測定すると、

予想通りになった。良い着眼と地道な努

力がうまく結びついた例であると思いま

す。

今後、この素子が工業的に実用化される

には、フッ化物材料を生産ラインに入れ

るという決断、いいかえれば投資の勇気

が必要とされます。サイエンスからビジネ

スに移行するところにまだ課題が残って

いるわけですが、大きな問題提起をした

という意味でインパクトの強い仕事では

ないかと思います。

小　倉 カーボンナノチューブの光物性測定の仕

事と電子・フォノン系物質のフェムト秒分

光の仕事はいずれも着眼が良かったと思

います。カーボンナノチューブのサイズ

に依存した非線形応答の実験を行い、将

来の材料データベースになるような基礎

的なデータの蓄積がなされた。応用への

直接の貢献を意識しなくともデータベー

スになるしっかりした研究であり、意味が

あると思います。電子・フォノン系の仕事

は多くのテーマを同時に追求したため、

決められた研究期間でのまとまりが十分

でなかったことはありますが、もう一段構

造を工夫してフォノンとの相互作用を追

求すると良い仕事としてまとまるのではな

いか。バックグラウンドとなる知識とテク

ニックがしっかりしているのでもうすこし

時間をかけると良いように思います。

司　会 スピンの関係した物性はその情報応用の

可能性が注目され、現代科学の一つのフ

ロンティアを形成しているといえます。こ

の分野に関連して4人の研究者が研究を

展開されました。それらについてご印象

をお話しいただきたいと思います。

小　倉 半導体中のスピン軌道相互作用に関する

研究はシュレーディンガー方程式におけ

るスピン相互作用にポテンシアルの勾配

が関わっていることを利用したスピンフィ

ルタの可能性を論じていますが、大変ユ

ニークな発想であり、物理を良く理解し

ておられると思いました。現象を観測す

るのに必要な極低温が、デバイス応用の

障害になるかどうかという議論はたしかに

ありますが、方程式で予測される現象を

精密に実証できた、ということ自体が優

れた成果といえます。

司　会 スピン固有状態は非常に長い寿命を持つ

量子状態であることが多く、それを電子的

な方法で制御し

ようとすると、電

子スピン相互作

用に関する定量

的な理解が重要

となります。そう

いう意味合いで

の基礎研究とし

て確実な一歩前

進をされたと思
小倉領域アドバイザ
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います。

曽　根 この研究は非常に巧妙で狙いが良かった

といえますね。

司　会 相互作用定数であるRashba 定数を正

確に見積もれたのは、半導体の超薄膜で

キャリア密度を正確に制御できるきっち

りした基礎技術を土台としてはじめてなし

得た成果であると思います。半導体のな

かでも高い水準の実験です。

曽　根 私は半導体を用いた結合量子ドットの磁

気光学的研究も高く評価します。結合量

子ドットに付随するスピン状態を円偏光

ではっきり識別した丁寧な実験であると

思います。

司　会 この仕事もスピン物性の理解という点で

一里塚を築いた研究ではないでしょうか。

この研究はJJAPの論文賞の受賞対象に

なりました。

レーザーアブレーション法で丁寧に作成

した強相関材料からの常温における強磁

性発現を示した研究もオリジナリティが

高いと思いました。少し異なる組成の物

質に関する類似の研究がありますが、従

来は電気的な測定でヒステリシスを観測

し、間接的に強磁性について論じていた

ものを、電気的な特性測定と同時に磁化

の直接測定をも行いたい、ということで温

度可変のクライオスタットに円偏光プロ

ーブ光を導入して磁気光学的に磁化の変

化を追跡しようとしたわ

けです。これには多少裏

話があり、注文したクラ

イオスタットでは納入後

なかなかうまくデータが

取れるところまで行かな

かった。技術参事の赤坂

さんが元来光学の専門家

だったため、何度も相談

に乗り、温度変化による光学系のゆがみ

を補償することで最後には直接測定の成

功に到達した、という経緯を覚えていま

す。

小　倉 磁性半導体を用いた新しい不揮発メモリ

ーの研究も印象に残る研究でした。この

研究は材料の面、デバイスの面の両方で

相当程度の成果を挙げましたが、3年間

の研究期間でデバイスの完成まで漕ぎ着

けるのはなかなか難しいと思います。

司　会 磁性半導体を用いた不揮発性メモリーの

研究はパイオニア性の高い研究であると

思います。スピンフィルタに適した磁性

半導体材料を開発する試みと、それを用

いた新しいメモリー回路方式の考案とい

う二つのテーマを追求しましたが、特に

後者については世界的に見てもユニーク

な提案が多く含まれており、将来が期待

されます。不揮発性メモリーの分野は競

争が極めて激しいので、今後の展開は予

断を許しませんが、オリジナリティの高い

研究であることは確かです。

小　倉 スピントロニクス関連の4つの仕事はそれ

ぞれ研究のアプローチに特色があり、研

究者としての技量を感じました。

司　会 ナノ構造の分析手段に関する研究テーマ

として電子線回折と走査電子顕微鏡を融

合した装置の開発を目指したものが採択

されました。目標とするところは不均一な

表面の各部分毎に原子配列を明らかにす

ることで、例えばツイン構造の左側はこ

ういう原子配列だけれども、境界を越え

て行くと右側はこういう原子配列になる

ということを明らかにする構造解析装置

を作ることです。そのためには観測領域

曾根領域アドバイザ



143

に近接したプローブから放射される電子

線を用いて低速電子線回折の装置を組

み立てる必要があります。予備実験段階

では予想通りの電位分布が得られず難航

した時期があります。電極と観測スクリ

ーンの位置関係を変更し、電位分布をよ

り精密に制御できるようになって電子線

回折パターンの観測に成功したところま

でが研究成果となりました。最初に目標

とした高い空間分解能の達成までには未

だ距離があります。

川　畑 なかなか独創性のあるテーマだと思うの

ですが、技術としては難しそうで、3年間

の研究期間で完成しないというのももっ

ともだという気がしました。

司　会 研究成果としてはこのほかに、従来の低

速電子線回折装置を用いてシリコン表面

構造の相転移を追跡した結果も報告され

ています。

小　倉 装置開発の研究はどうしても３年の期間

には収まり難いですね。

司　会 ナノテクノロジーの研究としてはユニーク

かつオーソドックスな、質の良い研究で

あると考えています。

司　会 ナノテクノロジーを活用すればこれまで

に出来なかった有用なサービスができる

と期待されていますが、応用目的が明確

な二つのテーマが採択されています。

曽　根 カーボン素材のナノポーラス構造を開発

し、エネルギー物質の貯蔵に役立てよう

とする研究は、当初の構想にあった炭素

化合物の合成に成功しています。ただ、

メタン吸蔵までは至らなかったのですか。

司　会 現在ある他の吸蔵物質に較べてトップ級

の吸蔵性能まで達したと研究者は主張し

ています。ただ、当初の目標では規則正

しい橋桁状の多孔質構造を作るとしてい

たのですが、途中のプロセスで規則性が

崩れてしまうために理論的に予想した吸

蔵能力までには達していません。現在市

販されているゼオライト等とくらべるとず

っとサイズの小さいナノポーラス構造が

できており、関連した特許を複数出願し

ています。

曽　根 生体になじみの良いセラミックス材料の

開発は異色の研究でしたが、生体との融

合性については期待した成果が出たよう

に思います。

司　会 現代の医学では生体液を輸送するための

チューブを身体へ挿入することが行われ

ていますが、皮膚に開けた穴の周辺が汚

染され事故が相次いでいる。これを解決

するためにセラミックスのリングを付ける

ことが試みられています。しかし、単なる

セラミクスでは生体との適合性が悪いた

め、細菌等の侵入の危険がある。生体と

のなじみを良くするために、高分子基礎

材と歯根細胞との中間にハイドロキシア

パタイトナノ粒子を介在させた複合材料

を開発しようとする研究です。まず複合

材料の研究をおこない、これを用いた表

皮貫通部品を試作し、動物実験を実施す

るところまで漕ぎ着けたということです。

研究場所である国立循環器センターで注

目され、本研究の成果が「トランスレーシ

ョナルリサーチ（臨床実験までもってゆく

研究）」として認定されたそうです。

曽　根 特許も沢山だされているようですね。

事務局 ハイドロキシアパタイトナノ粒子の製造方

法の発明はさきがけ研究の前に物質材料

研究機構との共同研究から生まれ、既に

出願されています。さきがけ研究ではハ
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イドロキシアパタイトナノ粒子と高分子基

材とからなるハイドロキシアパタイト・高

分子複合体を用いた生体適合性医療用

材料に関する特許など国内8件、外国3件

の生体適合性医療用材料や医療デバイ

スに関連する特許を出願しています。

小　倉 臨床現場に接している所での研究のせい

か、モチベーションがはっきりして揺るぎ

がないですね。提案段階、中間報告段階

のプレゼンテーションも説得力があった、

そろそろベンチャー会社でも始められる

のですか。

事務局 実用研究の段階に入ったということでさ

きがけ研究終了にひきつづいてＪＳＴの一

機関である研究成果活用プラザ大阪の

「事業化のための育成研究課題」として採

択され、スケールアップした研究を行う

ことが決定しています。

小　倉 JSTも発展的研究へのサポート体制がで

きているのですね。

司　会 それぞれユニークな研究についての印象

を話していただきましたが全体としてさき

がけ研究支援プログラムについてのご感

想をお聞かせいただきたいと思います。

さきがけ研究はオリジナリティ、パイオニ

ア性の高い個別研究を厳選して支援する

というＪＳＴの独自性の高いプログラムで

すが、今後とも独創性の高い研究を選び

支援してゆくにはどのような点に注意を払

えばよろしいのでしょうか。

川　畑 創造性の高い研究をいかに育てるべき

か、は昔からの課題ですが、「こうだ」とは

っきり言えればよいのですが、簡単な答

えはないと思います。あえて言えば独創

性のある人を選考委員会が見抜く力が重

要で、あとは自由に研究してもらうのがベ

ストだと思います。「さきがけ」や「ＣＲＥＳ

Ｔ」プログラムでは相当のレベルの研究

者が応募されるので、過去の実績が立派

な場合が多いわけですが、採否を判断す

るのに論文の数や受賞歴などに点をつけ

て決めるという態度より、提案している研

究構想の中身を見て評価する態度を貫く

ことが大事ではないかと思います。ラフ

リンという人は後に量子ホール効果でノ

ーベル物理学賞を受賞した研究者です

が、ユニークな人でふだんあまり論文を

書かなかった。これもノーベル賞受賞者

のアンダーソンに見込まれてベル研究所

に招かれたのですが、そこでもだめでカ

リフォルニアに移ってからはじめて大きな

仕事をされたのですね。過去の実績に点

をつけようがない場合でも、個々の研究

者の個性をきちんと見ることが重要と思

います。

小　倉 「さきがけ」制度の意図するところは研究

というもののあるべき原点にかなり近い

ように感じています。研究はやはり個人

からはじめるべきで、まず個人の責任でテ

ーマを提案し、何年か研究を行いながら

中間の成果を定期的に発表し、周囲と議

論を深めてゆくと同時に認知度を上げて

行き、周囲との連携を強めてゆく、という

のが研究の質を高める最も紛れの少ない

やり方ではないかと思います。「さきがけ」

は、提案、研究本体、発表・議論という

研究行為に不可欠な要素を研究者個人

に要求しています。振り返ってみると年

間１千万円強の予算規模で行った研究で

あっても、もっと予算規模の大きいプロジ

ェクトと遜色のない成果を挙げているも

のが少なくない。研究への投資効率はか

なり高いとして良いのではないか。提案

書に込められたものだけを見てその良さ
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を選考委員が汲み取り、採否を決めると

いうプロセスは機能していると思います。

もちろん個別研究であっても周囲のバッ

クアップや組織の支援の重要さを見落と

してはならないことも事実ですが。

曽　根 これまで、企業の基礎研究所でバイオな

どを含めいろいろなことをやってきまし

た。過去１０ないし１５年の間にナノチュー

ブの発見を含めいくつかのエポックとな

る立派な成果を出すことができた。これ

らを俯瞰してみると大きな流れがあるよ

うに思います。そしてそれはナノテクノロ

ジーという表現で代表される流れではな

いか、と思うようになりました。小さな構

造での新しい現象の発見、その機能を使

ったデバイス、その展開というようにつな

がって発展してゆく、とうとうと流れる大

きな技術だろうと思います。昔はナノテ

クノロジーという意識はあまりなかったの

ですが。

ナノテクノロジーという概念の広さゆえ

に、いろいろな部分を融合して新しい領

域を作っていけるのも利点です。我々に

とっても当初ナノテクノロジーはエレクト

ロニクスだけの問題意識だったのですが、

エネルギー、環境、バイオの世界での展

開も非常に興味深い。それらの共通的な

基盤としてナノテクノロジーがある、と言

えます。将来に続く大きな技術という認

識がありますね。

少し反省すると、基盤技術は日本人の得

意とするところですが、「量子コンピュー

タ」というように斬新なコンセプトがなか

なか出てこない。マテリアルサイエンス

は強いが、それらから飛躍して頭の中で

「システム」を生み出すというのが。

司　会 「インターネット」のような提案ですね。

曽　根 そのようなところがまだまだという気がし

ます。ただ、日本には日本の強さがあり

ますからそれも大事に育てなければとい

う思いはあます。この「さきがけ」プログ

ラムではピカピカ光るものがいくつか見

えてきたと思いますしその片鱗をみせて

くれたものもあります。これからいろいろ

な形でさらに成長してゆくという期待があ

ります。若い人達の力に期待するところ

大ですね。

司　会 ありがとうございました。


