
司会の神谷研究総括

座 談 会

「ナノテクノロジーのチャレンジ」

日　時　２００６年11月６日（月）17時30分～１9時30分
場　所　学術総合センタービル２F２０１会議室
出席者　神谷研究総括（司会）
　　　　青柳領域アドバイザー
　　　　曽根領域アドバイザー
　　　　横山領域アドバイザー

　本日はお忙しいところをお集まりい

ただきましてありがとうございます。

さきがけ研究プロジェクト領域「ナノ

と物性」の第 3 期が平成 18 年度末で

研究終了ということになりました。こ

の機会に研究アドバイザー有志の先生

方にお集まりいただき、研究者の方々

が挙げた研究成果についての印象を中

心に話し合っていただく場を設けまし

た。

　「ナノと物性」の研究領域は 2002 年

に開始してから 5年になりますけれど

も、科学技術の先端の中でも動きの早

い分野であり、また、物理、化学、生物、

エレクトロニクスという分野を横断す

る広い分野から約 30 人の活発な研究

者が選抜されたのは非常に幸いだった

と考えています。研究の方向はいろい

ろな方向を向いているわけですけれど

　　　　　　　も、ナノテクノロジー

　　　　　　　という共通的な部分が

　　　　　　　あるため、毎回の領域

　　　　　　　研究会では活発なディ

　　　　　　　スカッションが行われ

　　　　　　　てきました。

　　　　　　　これまで研究の流れを

　　　　　　　ご覧になり、ご助言を

　　　　　　　与えてこられたアドバ

イザーの先生方に、ナノテクノロジー

研究の魅力と難しさについてご意見を

いただき、また、研究成果の特徴的な

点についてご指摘いただければありが

たく存じます。前半にアドバイザーご

自身の研究についてのご紹介とナノテ

クノロジーの魅力についてのコメンを

いただきたいと思います。後半には第

3 期の研究者の研究成果に関するご印

象を話していただきたいと思います。

　私自身は、意識的にナノテクに踏み

込んでやろうと大上段に構えて研究し

てきたわけではありません。25 年ぐ

らい前に電子技術総合研究所に入り、

有機物性の研究をおこないました。そ

の当時既に電総研では導電性の電荷移

動錯体の研究に多くの研究者がかか

わっていたという状況がありました。

　私自身はあまのじゃくな性格で、た

くさんの人が集まっている導電性の電

荷移動錯体とは別の何かをやりたいな

と考えました。もともと私自身は電気・

電子工学の出身なのですけれども、電

気が流れるというものよりは、構造を

変えることに興味を持ち、液晶を取り

上げてみようとして一人で始めたのが

基点になっております。

　液晶に関する種々のアプローチの中
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で特に界面の性質を見ていきたいと考

えました。液晶の相転移をセルの中に

入れて調べるわけですが、例えば、等

方相の物質から液晶相が生ずるとき

に、必ず核生成があって、それが成長

していくことを発見しました。それは

まさに薄膜結晶を真空中で成長すると

きと同じように、核生成、成長という

プロセスが起こるわけですね。液晶と

いうのは、外部の刺激によって相転移

の温度が動いたり、薄膜にすると相転

移そのものがなくなってしまったりと

いうように、かなり融通無碍な相転移

をするものなので、ひときわ界面の性

質が色濃く相転移に影響するのだと思

われます。最初はその理由がわかりま

せんでしたが、当時、ちょうど連続相

転移、臨界現象の理論研究が完成に近

づいてきており、臨界現象と界面現象

の共通点が理論的に注目されていまし

た。それを液晶に提供してみたところ、

発見した現象が非常にうまく説明でき

ました。

　当時は、腕時計の液晶文字ディスプ

レーがようやくできたぐらいで、今

から見るとおもちゃみたいな製品でし

たけれども、表面の処理というのは製

造工程の中で必ず行うものなので、工

学的にも表面は大事だし、物理現象

としても面白い点が多々あるという

ことで、液晶の表面・界面の研究を自

分のフィールドの一つとして取り組ん

でいきました。1980 年の半ばぐらい

に STM（走査トンネル顕微鏡）が登場

して、ひところ、液晶の分子を STM で

見るというのがブームになり、全く新

しい情報が STM によって得られるとい

うことがわかってきたわけです。私た

ちも液晶が 10 ナノメートルぐらいの

クラスターになって表面の上で集団的

に向きを変える現象をプローブ顕微鏡

で見たいと思い、AFM（原子間力顕微

鏡）を改造し、表面での相転移を見る

顕微鏡を作ったのが 1990 年から 1992

年頃でした。そのように何となく意識

せずにナノテクの世界に入り込んでき

たというところです。次に液晶とプ

ローブ顕微鏡の２つを掛け合わせた研

究として表面の制御をナノメートルス

ケールで行うことを考えました。液晶

の持っている自己組織性と微細加工を

された表面を組み合わせて、いわゆる

トップダウンとボトムアップの中間的

な状態というものを作り、一方ではサ

イエンスとして、一方では応用とし

て調べていこうと考えました。その

頃 JST から「ERATO の研究をやってみ

ないか」というお誘いがあって、1999

年から液晶微界面プロジェクトという

研究を始めたわけです。プロジェクト

名の英訳は「nano-structured liquid 

crystals」とし、マイクロ・ナノスケー

ルでの液晶の解明という新分野を 5 年

間で作る試みを始めたわけです。プロ

ジェクトではさらに普通の等方液体を

媒質とするかわりに液晶を分散媒質と

してコロイド微粒子を分散する実験を

始めました。そうすることによって液

晶が媒介する新しい粒子間相互作用に

よるコロイド結晶を作ることを試み、

5 年間の研究の間でたしかに作製でき

ることがわかっ

たわけです。

　2001 年に産業

技術総合研究所

が設立されたと

きに、私がナノ

テクノロジー研

究部門の世話役

になることとな
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曽根領域アドバイザー

り、自分自身の研究に加えてナノ構造

電子デバイスなど広い領域を見るよう

になりました。ナノテク研究全体をど

ういうふうにまとめていくか、研究管

理者としての苦労を味わうことになり

ました。この分野はやはり非常に個別

性が高い領域で、単に個別のものを積

み上げただけでは期待にこたえるよう

なものは出てこないという問題意識で

四苦八苦するうちに、目に見える形で

微細化の効果が発揮される研究成果が

出てきました。（例えば、超微細イン

クジェットやドラッグデリバリーシス

テムなど）。個別性を大事にしつつも、

世の中に存在している問題意識とのク

ロスカップルを意識的につくり上げる

ことによってテーマそのものの訴求力

というものを高めるというところか

ら、ナノテクはだんだん伸ばしていけ

るのではないかと思うようになり、今

に至っています。

　まだナノテクが日本で大いに取り上

げられて数年しかたたないわけなの

で、研究スポンサーに強く言いたいの

は、あまり短兵急に成果を求めずに、

ぜひ長い目で研究者を信用して見ても

らいたいなということです。

　私とナノテクノロジーとの出会いは

大学院時代にさかのぼります。統計物

理学と物性理論の研究室である久保亮

五先生と和田靖先生の研究室で与えら

　　　　　　　れたテーマが、超微粒

　　　　　　　子（fi ne particle）の

　　　　　　　物性研究でした。久保

　　　　　　　先生はファインパーティ

　　　　　　　　クルで文化勲章を受章

　　　　　　　されたのですけれども、

　　　　　　　その理論をさらに研究

　　　　　　　室として発展させよう

　　　　　　　と私にテーマが与えら

れました。当時、久保理論を検証しよ

うと小林俊一先生が精力的に Al の微

粒子の NMR 実験を行っていたことも

テーマ選定の理由でした。1970 年代

の中ごろのことになりますが、物理と

して大事なポイントが幾つかありまし

た。１つは、今言われている有限系の

量子準位離散性、もう一つは、統計力

学上のミクロカノニカルアンサンブル

問題でした。通常の統計力学では粒子

数無限大の系を扱っており、ケミカル

ポテンシャルが定義できるが有限系で

はそうはいきません。久保理論では、

「微粒子の寸法が非常に小さくなると

電子数の揺らぎは、熱エネルギーを超

える静電エネルギーの増大を招き、微

粒子中の電子数は電荷中性になるよう

固定される」ということになります。

そのような系での物性を議論しようと

いうもので、今でいうクーロンブロッ

ケードの話です。もう一つは、超伝導

の理論でした。これまで相転移の理論

は無限系を前提としていましたが、有

限系になったときにどうなるかはホッ

トなテーマでした。超微粒子では理論

研究を担当しましたが、小林俊一先生

の実験グループと良いチームワークが

組めました。そのうち久保・和田研で

は興味が統計力学基礎論のほうへシフ

トしていき、いっぽう私はもっと応用

的なところに興味を持つようになり、

企業で固体デバイスの研究を行いたい

と思うようになりました。会社 (NEC)

に入ってからはガリウム砒素超高速ト

ランジスタ、シリコン微細トランジス

タ、超伝導デバイス、量子効果デバイ

スなど、広い範囲のデバイス研究を行

いました。そのころは大学院で行った

超微粒子の研究はデバイスとは無縁の

世界と思っていましたが、半導体の微
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細化の進展の中でナノテクノロジーと

いう概念が顕在化してくるにつれ、深

いつながりがあることを認識してきま

した。ナノデバイスとしてリカレフ博

士たちが提案した単一電子トンネリン

グというコンセプトが重要になってく

るし、量子ドットデバイスの概念も、

超微粒子物理と関連が出てくる訳で

す。さらに言えば、有限系の超伝導の

問題はレーザークーリングされた原子

システムのボーズ・アインシュタイン

凝縮の発見で思わぬ進展を見せていま

す。90 年代に入ると、半導体がどん

どん微細化されて、自由に微細構造を

作れるようになり、ナノスケールの新

しい物理現象に遭遇できるようになり

ました。　私自身はそのころから研究

マネジメントをするようになったんで

すが、若いころの問題意識がむくむく

と頭を持ち上げてきて、川路先生が領

域総括をされる「量子効果等の物理現

象」の CREST 募集があると、すぐに小

林俊一先生に声をかけ、私がサブリー

ダーになって金属系の微粒子のトンネ

ル現象とそのデバイス応用の提案を

し、採択に到りました。その後、大塚

先生が全体のリーダーになって同プロ

ジェクトはスタート、NEC からは私と

Tsai さん、中村泰信さんで参加しま

した。その発展線上に超伝導のクーロ

ンブロケード現象を利用した量子コン

ピューティングの基礎研究が生まれま

した。これには中村、Tsai 両氏の非

常に鋭い洞察があり、結果、両名はそ

れぞれ独立に仁科賞を頂くに到りまし

た。学生のときから 20 年、30 年とい

うスケールで時間が経ちましたが、基

礎物理というものが予想もかけない形

で、工学の世界へ発展していくだとい

うことを身をもって実感した訳です。

　また飯島博士によるカーボンナノ

チューブの発見が私の身近なところで

起きたのもラッキーでした。これらを

核にしてナノテクノロジーを大きく育

て、いろいろな意味で産業に結びつけ

ていこうと思っています。最終目標、

視点は高く持ち、同時にその途中でい

ろんなアウトカムを積極的に出し、ビ

ジネスへ展開する道筋を作ることを心

掛けています。

　今後、ナノテクノロジーはさらに重

要になってくるんじゃないかと考えて

います。半導体は微細化の路線で走っ

てきましたがそれだけで十分か、とい

う意味で曲がり角に来ていると思いま

す。これからのユビキタス情報社会で

我々はもっと多様なデバイス機能を必

要としてきます。安全、安心、利便な

生活を享受するためには、個人にとっ

て必要な多様な情報を、必要とするタ

イミングで個人に落としていかなけれ

ばならない。ウエアラブルな情報端末、

環境に埋め込まれた多様な情報端末や

センサーネットワークが、気のつかな

いような形で我々の生活をサポートし

てくれるような社会になるだろう。こ

れらを実現するには、大量の情報を処

理できる強力な能力のネットワークや

コンピューティングが必要になってき

ます。さらには、LSI、バッテリー、

アクチエーター、センサーを始めとす

る多様なデバイス機能を実現する技術

が求められています。これに応えるに

は、単なる微細化だけでは不可能で、

微細化と何らかの形で融合した材料技

術が重要になってくると思います。そ

れこそ進化したナノテクノロジーと思

います。ナノテクノロジーは半導体の

微細化がドライブしたエレクトロニク

ス、フォトニクスの世界だけではなく
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て、エネルギーや環境の世界でも大き

なイノベーションを引き起こしてくれ

ると強く期待しています。

　大学院を出て理研に移ったときに、

私がまず考えたのは、材料にしろ、光

にしろ、極限の状態で見える物性を研

究者としてきわめていきたい、という

ことでした。ちょうどピコ秒のレー

ザーが出始めたころでて、ピコ秒分光

法で時間的な極限の物性をぜひ調べて

みたいと希望を出しました。ただ、当

時は、固定波長で皆さんやっておられ

たので、スペクトルスコピックな情報

が得られるように可変波長のピコ秒分

光を始めました。そのうち対象物質と

して超格子をぜひやってみたいと思う

ようになり、他の大学と共同研究をし

て、超格子材料を作っていただいたん

ですけれども、半年か１年に１個サン

プルができるという状況だったため、

自分自身で超格子を作る決心をしまし

た。最初は MBE でやっていたんですけ

れども、原子相エピタキシー（atomic 

layer epitaxy）という新しいコンセ

プトの結晶成長が提案され、これで超

格子をつくれば理想的な界面の平たん

性ができるに違いないと思い、MOCVD

による原子相エピタキシーと MBE の二

本立てで進めることとしました。私は

新しい装置に必ず１つはいたずらをす

ることにしていて、ここでも光を導入

　　　　　　　できるような MOCVD 装

　　　　　　　置を作りました。光を

　　　　　　　当てると、どういうわ

　　　　　　　けかそこだけが非常に

　　　　　　　きれいな１原子層での

　　　　　　　結晶成長のセルフリミッ

　　　　　　　ティングがでるという

　　　　　　　現象が見つかって、こ

　　　　　　　のメカニズムを解明す

るという方向に動いていったのです

ね。

　MBE で作製した結晶のほうも、いろ

いろ工夫した結果、バウンドエキシト

ン発光は一切出ずフリーエキシトン発

光だけが観測される非常に高純度な膜

が出来るようになりました。そうする

と、これまでバウンドエキシトン発光

で隠されていたポラリトンの量子効果

がきれいに見えてくるというような現

象が見つかりました。次いでまだ十分

に研究されていなかった量子ドットに

興味を持ちました。単電子デバイスを

中心にしたエレクトロニクスの実験は

グループの研究員を中心とし、自分は

光のアプローチを中心に実験しまし

た。当時、ポーラスシリコンが光ると

いうので大騒ぎになりましたが、不安

定で全然使い物にならないということ

が分かってきました。我々は特殊な方

法でシリコンの微結晶をつくり、青色

に光ることを見出しました。最初は、

界面の影響じゃないかと疑ったのです

が、理論的な計算をやってもらい、サ

イズ効果であるということが確認でき

ました。更に希土類元素を微結晶の中

に入れてやると、非常に効率よく光り、

希土類でのレージングができるという

ことまで分かりました。グループとし

ては量子ドットについて電子、光の両

面で成果が出たと思っています。

　菅野卓雄先生が代表をしておられ

る CREST の領域に応募しましたら採用

していただけました。カーボンナノ

チューブを使って量子ドットをつくろ

うとする新しい形態の単一電子デバイ

スを模索する研究でした。

時代が進んでいくうちに、青色の発光

素子 (InGaN) が出て、理由はわからな

いが非常に効率の良いものができるよ
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うになってきました。私達はインジウ

ムに関連した量子ドットが密接に関連

しているかもしれないと考え、関連の

研究を進めました。InGaN は多くの人

が既に参入していましたのでアルミニ

ウムガリウムナイトライド（AlGaN））

の深紫外（波長で 200nm から 350nm）

発光素子を何とかつくってみたいと思

いました。そのためには、ただ、その

系での量子ドットをいかにつくるか

というのが実は非常に大きな課題でし

た。インジウム系では量子ドットは簡

単につくれるのですがアルミニウム系

発光素子ではクラッド層とアクティブ

層の格子定数が非常に近く、量子ドッ

トは熱力学的に考えてほとんど不可能

なのです。ただ、常識は疑えというの

をいつも学生や若手研究者にも言い続

けていた手前、絶対できる方法がある

はずだということを考えました。今ま

ではひずみエネルギーの緩和する過程

で自然にできる量子ドットというのを

使ってきたわけですが、そのかわりに

表面エネルギーを工夫することができ

ればアルミニウム系でも量子ドットも

できるんじゃないかなと思いつきまし

た。何がヒントになったかというと、

最近のフライパンはテフロンコートし

てあって、油がきれいに塗れなくて、

ごろごろ動き回るわけですね。これは

明らかに表面エネルギーの問題です。

表面エネルギーを思い切り下げてやれ

ば量子ドットは絶対できるに違いない

と思い、いろいろな条件出しの苦労は

ありましたけれども、見事に量子ドッ

トができるということがわかりまし

た。CREST の後に科学研究費学術創成

の助成をいただいて深紫外発光素子に

向けた研究を進めている最中です。

　今、アメリカはナノをもっとやらな

いといけないということで、多くの大

学で新しいクリーンルームをどんどん

建てています。ナノ関係の連邦政府の

予算は来年度急上昇ですが、日本の予

算はグラフがもう寝てきているんです

ね。アメリカ人と話をすると、ナノは

今、基礎研究でいいんだと言うんです

よ。けれども将来展望については彼ら

は非常にしっかりしたイメージを持っ

ているんです。10年先の大きなイメー

ジ持った上で、今やるべき基礎研究を

思い切りやるべき、というスタンスが

アメリカの専門家の中にあるので、彼

らは政府を説得できているのではない

か。ヨーロッパも同様です。これと比

較すると日本はもう研究投資の刈り入

れを一生懸命やろうとしている。10

年なり 15 年先を見越して我々の生活

に関わる環境とか医療とかをしっかり

と位置づけた中で、ナノテクノロジー

の基礎研究を推進してゆかなければな

らないと思います。

　日本学術振興会の 151 委員会の委員

長を難波先生から引き継ぎ名称を未

踏・ナノデバイステクノロジー 151 委

員会に変更しました。ナノ構造、ナノ

デバイス、ナノ材料、融合技術を核に

した分科会活動を計画しており、バイ

オ関係にも重点的に取り組む予定で

す。今「ナノと物性」領域の研究を見

ていますと、基礎志向の良い研究が沢

山でています。ナノテクノロジーはこ

れからの社会の米のようなものと思い

ますので、ぜひＪＳＴも引き続き支援

をしていただければ、と思います。

　どうもありがとうございました。三

先生からご自身の経験を踏まえた非常

に貴重なお話をいただきました。後半

ではさきがけ研究第 3 期の研究成果に

ついてのご印象をお話しいただきたい
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と思います。まず、磯部研究者磯部研究者のお仕

事について。研究のタイトルは「自己「自己

組織化ナノ有機分子による機能性集合組織化ナノ有機分子による機能性集合

体の構築」体の構築」で、主要な成果には 1）両

親媒性フラーレンの高効率合成（有機

過酸化物を利用したアミノ化フラーレ

ンの合成）；2）両親媒性フラーレンを

用いた遺伝子導入の試み（アミノフ

ラーレンによる安定性遺伝子導入、従

来の 2倍の収率達成）；3）両親媒性カー

ボンナノチューブ会合体の合成と毒性

評価（水溶性カーボンナノホーンの

動物細胞への投与による影響の観察）、

などがあります。これらは 17 篇の原

著論文、７篇の解説論文、2 件の特許

申請、学会招待講演 9件にまとめられ

ています。また、平成 16 年度日本化

学会進歩賞および平成 17 年度フラー

レンナノチューブ学会大澤賞を受賞し

ておられます。

　フラーレンが発見されてからかなり

時間がたっていますがフラーレンの化

学が本格的に追究されるようになった

のは新しく、その最先端を切り開いて

こられた中村栄一先生の研究室で活躍

している磯部さんは、最前線の研究者

の一人です。中村先生の代弁をすれば、

フラーレンの化学というのは、昔、ベ

ンゼンが発見されて、そこから芳香族

の化学が発展して、高分子ができたり、

大いに発展してここまで来ているわけ

ですけれども、それに匹敵するぐらい

のバラエティーとか深みのある領域だ

と考えておられます。そういう大きな

流れの中で、両親媒性化にターゲット

を絞って進めたのが本研究だと理解し

ます。目標設定も手法の先端性も申し

分なく、優れた成果だと思うんです。

この成果を足がかりにしてさらに独自

性の高い研究に発展することを期待し

ます。

　フラーレンも、カーボンナノチュー

ブも自由自在に取り扱うためにどの

ような媒質に分散させるかは実用上重

要な課題です。これを解決するために

種々のケミカルなモディフィケーショ

ンを試み、おもしろい成果を出したと

評価します。それから、生体応用では

安全性が重要ですが、カーボンナノ

ホーンのリスクについてのこれまでの

研究はいろいろな要素が絡み合って判

然としていなかった中で、１つの明確

な結果を出したことも注目できる成果

だと思います。

　おふたりの見方と基本的に同意見で

す。ちょっと今の安全性の問題に関

して言うと、研究報告では無毒だとま

では言っておらず、「強い毒性はない」

というレベルの結論です。医療に適用

するには安全だと言い切れないと使え

ない。この課題がフラーレン系、カー

ボンナノチューブ系の生命系への適用

可能性の将来を握っているように思い

ます。

　次に大谷研究者大谷研究者のお仕事について。

「光・電波境界領域における高機能・「光・電波境界領域における高機能・

低消費電力量子カスケードレーザーの低消費電力量子カスケードレーザーの

開発」開発」というテーマで研究し、主要

な成果としては 1) レーザー発振閾値

電流密度の大幅な低減（波長 10 ミク

ロンレーザーにおいて 77K で 0.4kA/

cm2）；　2) 注入層の構造およびドー

ピング量を最適設計することによる高

温動作が優れたレーザーの作製（波

長 6.5 ミクロンのレーザーで最高動作

温度 373K を実現）；　3) バンド内発

光とバンド間発光を同時にレーザー発

振させる 2 波長同時発振レーザーの実

現（波長 3ミクロンと波長 7ミクロン）

を挙げることができます。これらは 3
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篇の原著論文、1 件の特許出願、8 件

の学会招待講演にまとめられていま

す。また、平成17年度丸文研究奨励賞

および平成18年度文部科学大臣表彰若

手科学者賞を受賞しておられます。

　量子カスケードレーザーは、実は非

常に重要な技術です。ただ、アメリカ

などではものすごい勢いで研究をやっ

ており、その後追い的なところから仕

事を始めたという事情があります。し

かし、技術的な困難を次々に克服して

短い間によくここまでやったなと非常

に高く評価しています。今後アメリカ

などのグループに打ち勝てるさらなる

発展をしていただければと期待してい

ます。

　青柳先生のおっしゃられたとおりだ

と思います。Capasso たちがパイオニ

アですが、非常に脚光を浴びていろい

ろな所で研究が進められています。カ

スケードレーザーについて一般的な感

想ですが、バンド内遷移という特徴か

ら思うと、シリコンでこういうことが

できたらすばらしいと思います。そう

すれば現在研究が盛んになっているシ

リコンフォトニクスに発光素子が付け

加わり、まさに電子・光融合の世界が

築ける可能性があります。

　専門外なので違うところからコメン

トします。こういうコンセプトを、例

えば光合成などとうまく結びつけて、

半導体で光合成的なものを実現すると

いうような発想の飛躍があるとさらに

おもしろい研究が展開するのではない

かと思いました。

　専門が近いので一言申し上げます。

第１世代のリーダーである Capasso や

Faist のグループが今でも活発に研究

を進めています。一方問題意識がさ

らに進み、いわば第２世代とも言え

るハイパワー化とか長波長化とか、目

標を絞った研究開発競争が進んでい

る状況であると思います。本研究は中

赤外領域でのひとつのトップデータを

Applied　Physics　Letters に発表し

ており、特色が出始めていると言えま

す。長波長化されたレーザーは最近の

はやりの言葉で言うと、テラヘルツ光

源ということになります。テラヘルツ

光源としてはフェムト秒レーザーと光

伝導体を使ったパルステラヘルツ光源

が 90 年代前半に開発されました。応

用の立場からはフェムト秒光源は使い

勝手が良くないということで、cw ま

たは準 cw で動作するテラヘルツ光源

への要望が強まってきています。候補

として東北大伊藤先弘昌生のグループ

によるパラメトリック発振器や本テー

マのような量子カスケードレーザーが

有力です。この研究がさらに進めばテ

ラヘルツ領域の応用が花開くのではな

いかと期待されます。

　次に大友研究者大友研究者のお仕事につい

て。「酸化物量子井戸構造を用いた発「酸化物量子井戸構造を用いた発

光素子及び非線形性素子の開発」光素子及び非線形性素子の開発」と

いうテーマで、主要な成果としては

1) パルスレーザー堆積法による高品

質 LaAlO3/SrTiO3 ヘテロ構造結晶の

作製と界面構造に依存した電気・光

学物性の評価 (Nature 誌に掲載 )；

2) ペロブスカイト混晶 Sr1-xLaxT1-

xAlxO3- δの作製と電気輸送特性精密

評 価（Applied Physics Letters. 誌

に掲載）； 3) ZnO/MgxZn1-xO ヘテロ

界面の量子ホール効果観測、などを挙

げることができます。これらは原著論

文９篇、解説論文２件、公開された特

許 2 件、学会招待講演 10 件にまとめ

られています。

　量子井戸構造を強相関酸化物で作る
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研究は幾つかのグループで進められて

おり、中でも十倉教授のグループが有

名です。ただ、この材料系は制御が難

しくて、応用に結びついた III － V 族

半導体量子井戸構造と比べるとまだ課

題が多く残っています。大友さんも指

摘しておられるように格子の不整合、

分極性、ヘテロ界面などに酸化物特有

の課題があって、応用に結びつける点

からはまだ発展途上だと思います。ま

だまだ基礎研究のフェーズで、熱電材

料としての応用などを視野に置きつ

つ、じっくり材料研究の蓄積をしてい

かないといけないフェーズではないか

と思います。

　酸化物材料の物理をかなり煮詰め、

新しい成果が得られていると思いますけ

れども、応用をこれで問えるかというと

そこまではいっていない。このような結

晶系の持つ多様な物理を徹底して追究す

る研究者集団がいていい時代だと思いま

す。課題の設定は明確であり、期待され

る成果を上げているわけなので、高く評

価されるべきと思います。

　ほぼ同様の意見です。ペロブスカイ

ト系の酸化物は非常におもしろくて、

奇妙なことがいっぱいあるんですね。

これはどんどん基礎研究フェーズとし

て発展させられたらよろしいと思って

います。ただ、ペロブスカイト系に徹

せられても十分に面白いと思っていた

んですけれども、ZnO 系にも手を出し

ておられます。さきがけプロジェクト

としては、あんまり欲張らずにペロブ

スカイト系に集中されてもよかったか

なという気はちょっとします。成果と

しては非常におもしろい結果を出して

いらっしゃいますので、今後もぜひ発

展させていただきたいと考えておりま

す。特に熱電材料としてゼーベック効

果が１０倍も出てくるということを言

い出されたのは、大友さんが初めてな

んじゃないかなと私は思いますのでお

おいに期待しています。

　次に大野研究者大野研究者のお仕事について。

研究テーマは「ピーポッドヘテロ接合「ピーポッドヘテロ接合

量子効果デバイスの創製」量子効果デバイスの創製」で、主要な

成果としては、1)　ピーポッドを用い

た FET 素子の作成（Si 基板上へのピー

ポッドの直接合成による単一分子を

チャネルとする FET に成功し、ショッ

トキー障壁 FET 動作モデルを提唱）；2)

　電極材料の仕事関数を利用した FET

特性制御とピーポッド物性の解明（仕

事関数の小さい Ca ゲート電極による

n 型 FET 実現、仕事関数制御で np 両

極 FET を作り分けられることを確認、

ショットキー障壁高さを見積もるなど

界面物性を解明）；3)　ナノチューブ

素子の光学応答による物性解明と新光

電子機能素子への展開（ブリッジ構造

ナノチューブ FET のフォトルミナッセ

ンス分光から電圧印加によるキャリア

密度の制御、環境とキラル性が及ぼす

ルミネッセンスの変化観測）などを挙

げることができます。これらは 13 篇

の原著論文、4 篇の解説論文 4 件の特

許出願、４件の学会招待講演にまとめ

られています。

　ご承知のように、カーボンナノ

チューブは中にいろいろなものを内包

できるという特徴を持っています。こ

こで取り上げられたピーポッド（さや

えんどうの意）というのは１つの典型

です。フラーレンの中にさらに各種の

元素を入れてバンドギャップを制御し

たことは良い成果と思います。それを

出発点にして、FET を作り、界面制御

をやってかなり良い特性を出した研究

はカーボンナノチューブを用いた数多
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くの電子デバイス研究の中でもユニー

クな特徴を出せたと言えるんじゃない

かなと思います。

　カーボンナノチューブを利用しよう

としたときの難しい課題の一つはドー

ピングの問題です。　最近、ワークファ

ンクション制御、バンドラインアップ

制御という概念が盛んに言われていま

す（IBM など）。この研究はその方向

での一つの先鞭的な仕事であるように

思います。

　自分自身がカーボンナノチューブの

電子デバイスを研究してきたのでかな

りシビアな見解を持っています。ピー

ポッドに関する大野さんの仕事は面白

い点が多く好きな研究です。ただ、こ

のままでカーボンナノチューブのエレ

クトロニクスが展開できるとは思えま

せん。現状で位置制御、カイラリティー

制御もできておらず、エレクトロニク

スに不可欠の制御性についての困難が

大きいのが実情です。全体の傾向とし

て一番本質的なところを逃げた形で多

くの研究が進んでいますから、個々の

努力がむだになる可能性があるように

思います。私は大野さんともよくディ

スカッションするんですけれども、彼

も全く同じ意見を持っているんです

よ。本人はそれをわかりながら、実際

やっているところがあって。

　私は５年以内にどんでん返しが来る

んじゃないかと思っています。今やる

べきことは、一番重要なことを見きわ

める研究を優先すべきと思います。

　ただ今のご意見は、さきほど指摘さ

れたこと、将来像に関するイメージを

持ちつつ基礎研究をやってほしい、と

おっしゃった。それですよね。

　はい、そうです。

　カーボンナノチューブエレクトロニ

クスというのは、どういうふうになっ

てほしいかという、大きなグランドデ

ザイン的なものの構築を目指しつつ、

基礎研究をやってほしいというメッ

セージと受けとめます。

　確かに半導体と金属のキャラクター

をうまく分離するにはどうしたら良い

か、いろいろな手法が試みられていま

すけど決定打が出てないというのが現

実ですし、その解を見出さないと、大

きな展開は難しいというご指摘には同

意します。ただ、LSI 応用ばかりでな

く、種々の応用が有り得ます。センサー

に使うには単一のトランジスターで動

くものもあるでしょうし、自己組織化

材料であるがゆえに基板を選ばない。

プラスチックの上にもつけられて高移

動度層を提供できます。応用の多様性

を模索する方向と基礎的な課題を詰め

る方向の両面で進めていかないといけ

ないのではと思います。

　日本が発信した材料なので、ぜひ成

功させてほしいと念願しているんで

す。

　次に高村研究者高村研究者のお仕事について。

研究テーマは「生体・溶液系ナノデバ「生体・溶液系ナノデバ

イス研究の為の微小流体チップ開発」イス研究の為の微小流体チップ開発」

です。主要な成果としては、1) テー

パー流路を用いた生体分子のトラッ

プ・抽出・濃縮（テーパー状流路を流

れる DNA 等に圧力勾配と逆向きの電

場勾配を設け、釣合い条件下でトラッ

プ）；2) 集積化に適する電気浸透流型

および空圧制御型微小ポンプの開発

（電気浸透流型ポンプの銀 / 塩化銀電

極と塩橋の併用による安定化など）；3)

カーボンナノチューブを用いた高感度

非標識のたんぱく質、DNA 電気化学測

定法開発（金属電極上に成長したカー

ボンナノチューブを電極として得られ
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る被検物質に特異な電流パターンを利

用したセンシング。微小ポンプとの組

み合わせで繰返し測定可能）などを挙

げることができます。その一部は 3篇

の採択済み原著論文と 1 篇の投稿中論

文にまとめられていますが、まだ論文

として公表していないものも少なくあ

りません。その他に解説論文 1 篇、公

開された特許 3件、国際会議口頭発表

17 件があります。

　微小流体系、マイクロフルイードの

研究というのは、アメリカ、ヨーロッ

パを中心にして大変活発にやられてい

て、日本はちょっと出遅れじゃないか

と言われているわけなんですが、その

中で、もともとこの提案のときに、テー

パー型流路という発想を前面に出し

て、それを使って DNA をトラップした

り、流れを制御したりするというので、

それはアイディアとしてすごくおもし

ろいなと思ったんですね。実際にやっ

てみて、それが実現できているという

ことにとどまらず、シミュレーション

的なところにも着手しているところは

評価できます。微小領域の流体力学と

いうのは、ほんとはもっと複雑だと思

うんですけれども、ともかくシンプル

な形である程度実験を再現し得るとこ

ろまで進めたこと、次の発展性が見え

るところまでいっているので期待ので

きる研究だと私は思いました。

　ただ、細胞、液滴、分子を選択的に

操作・検出などへの応用にすぐに取り

組むと実用できるかどうかという高い

ハードルに直面することになるので、

むしろじっくりと流路の要素技術とい

うところに集約して頑張っていかれた

らいいんじゃないかなと思います。

　狭さくされたところに圧力流と電場

による力のバランスで DNA がトラップ

されるというアイディアを実験的に裏

づけ、シミュレーションでそこのとこ

ろをよりクリアにされたのは評価でき

ます。ただ、これはさきがけ研究提案

時点で持っておられたものでありその

後の展開が十分か、という問題はあり

ます。研究の重点がシステム化する方

向へ動いていきましたが、その前にや

ることがあるような気がします。最初

の提案のときに、多様な可能性を感じ

たのですがまだ十分に開花し切れてな

い、これからなんだろうと思います。

　同じ印象を持ちました。提案された

考えはすごいなと思いました。期待し

ていたのは、大学での研究として、な

ぜこういうことが起こるのだという、

そこの物理を解明してくれることでし

たが、むしろご本人はそれをシステム

化するという方向に動いていかれまし

た。もちろん実用化の可能性追求は非

常に意義があり、高く評価したいと

思っているんですけれども、願わくば

そういうものの物理というか、大学の

研究者としてはそういうものをもう少

し極めていただけるともっとよかった

なという印象を持っております。

　次に塚越研究者塚越研究者のお仕事について。

研究テーマは「1nm サイズ分子素子伝「1nm サイズ分子素子伝

導特性およびその制御」導特性およびその制御」です。主要な

成果としては、　1) ペンタセン微小ト

ランジスターの界面制御による大幅な

特性改善（接触抵抗の分離測定、ポリ

パラキシレン超薄膜層挿入による接

触角の制御と結晶性の向上、TCNQ 超

薄膜層挿入による局所ドープ効果を

用いた低抵抗化）；2) 特性改善された

有機トランジスターと有機発光素子を

組み合わせたフレキシブル表示素子の

試作；3) １ナノメートル精度ギャッ

プの超微細素子作製による量子効果の
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観測（タングステン細線成長によるナ

ノギャップ作成、ナノギャップ間にガ

ドリニウム内包フラーレンを挿入して

超伝導 S/N/S プロキシミティ効果を観

測）などが挙げられます。これらは

18 篇の原著論文、3 篇の解説論文、特

許出願 6 件、学会招待講演 18 件にま

とめられています。（本座談会の後、

塚越研究者は平成 18 年度丸文学術賞

を受賞された。）

　類似した研究を私の研究グループで

もおこなっています。極微細構造がで

きたものをどう使うかというのがアイ

ディアの出しどころで、できたところ

で喜んでいるだけでは息の長い仕事に

なっていかないんですよね。このお仕

事は素子構造を作り、評価するところ

までの自己完結性があり、この分野で

は高い水準にある仕事になっていると

思います。研究は十分な量の論文にま

とめられており、高く評価されてしか

るべきものだと思います。今後どうい

うふうに持っていくのかを注目してい

ますが、報告書を読んでいる限りでは

この先の方向性までは見えてこなかっ

たかなという感じがします。

　分子エレクトロニクス研究の課題に

ついての塚越さんの話を聞いて同感し

たのは電極と分子の界面をどうするか

が根本的な問題だという指摘です。界

面の物理と化学についての課題をカー

ボンナノチューブなどの素材を使って

具体的に攻めておられますが、分子素

子に関してはまだデバイスを論ずる研

究のフェーズではないと思います。金

属・単分子界面を調べる新しい手法を

開発されたところは高く評価すべきと

思います。

　青柳先生、お近い立場から塚越さん

のお仕事の特徴について解説していた

だけませんか。

　彼の仕事は２つの仕事に大きく分か

れているんですね、１つは、ナノ電極

をつくったときに、その分子１個なり

２個なりの物性がどういうふうに見え

てくるかを調べようという試みです。

１ナノメートルサイズの非常に微小な

電極をつくる技術を開発して、実際、

超電導の電極をつくると、アンドレー

エフ反射（ナノギャップを通した超伝

導転移にともなう多重反射にもとづく

微分手抵抗の振動現象）を観測しまし

た。フラーレンに内包したガドリニウ

ム原子のスピンを反転させると、アン

ドレーエフ反射が変わっていくきれい

な実験をしています。この研究の中で

電極・有機分子界面が極めて重要だと

いうことに彼は気がつき、第 2の柱で

ある界面制御有機トランジスターの研

究を立ち上げたのです。従来の有機エ

レクトロニクスの研究ではあまり注意

を払わずにＴＦＴやＥＬ素子を作って

きた。界面に力点を置いて研究したと

ころが彼の仕事の非常に注目できると

ころじゃないかなと思います。幸い今

後 CREST のプロジェクトとして支援を

受けられることになったので、この仕

事がさらに発展することを期待してい

ます。

　引き続いて舟窪研究者舟窪研究者のお仕事につ

いて。研究テーマは「2 次元ナノレイ「2 次元ナノレイ

ヤー積層による新規誘電特性の発現」ヤー積層による新規誘電特性の発現」

で主要な成果としては、1)　サイズフ

リー効果の起源解明（結晶歪依存性の

検討、結晶方位依存性の検討、高絶縁

性をもたらす面欠陥貫通の抑制）；2)

　新規ナノ構造体の作製（Si を含む

任意の基板上にｃ軸配向したビスマス

層状誘電体を成長させたこと、室温で

常誘電性を示す強誘電体の合成に成功
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座談会

「ナノテクノロジーのチャレンジ」

し、誘電体損失を大幅に低減）などを

挙げることができます。これらの成果

は１４篇の原著論文、４篇の解説論文、

特許出願 1件、学会招待講演 4件など

にまとめられており、特に総合報告

集“Nanomaterials”(Elsevier 2006)

に掲載された 35 ページに及ぶ高誘電

率薄膜に関する報告は最先端の到達点

を示しています。また、2005 年には

Material Research Society Poster 

Award を受賞しておられます。

　超 LSI 用キャパシタに用いる高誘電

率薄膜の膜厚を薄くしていくと誘電

率が下がっていくという困難がありま

したが、舟窪さんが開発した材料では

それが起こらないというところが主要

な成果です。要するにひずみの効果が

あんまり利かない材料を見つけたとこ

ろがエッセンスだと思います。今後の

キャパシタの技術としておおいに期待

感を持っているんです。ただ、メカニ

ズムについてひずみ効果等の競合だけ

に絞って議論をされているのが単純過

ぎないか。もう少し深い理論的検討を

していただければ、と思いながら発表

を聞かせていただいておりました。

　さきがけ研究のスタート時点で非常

に薄くしても誘電率が下がらないとい

うことで、あの当時、まだ DRAM への

応用についていろいろな材料の提案が

あり、すぐに実用研究に進むのかと期

待したんですが、必ずしも時代はそう

いうふうには動いていかなかったかと

思います。その後、メカニズムに迫る

詳細な実験データを蓄積してこられま

した。メカニズムについて一定の理解

には達したと思いますが、すんなり判

る普遍化した理論にまでは達していな

いように感じました。これからいろい

ろアプリケーションを考えると別の物

質群が要るでしょうから、それらへ発

展できる理解までつなげていくことを

期待します。

　誘電率が薄膜になっても落ちない性

質を目指すという意味で優れた物質を

見つけられた。そのあとの研究の進め

方として、メカニズムを理解しよりよ

いものを見つけるが見つかるという意

味の一般論を追究する方向と、それか

ら、非常にいい材料が見つかったので

とことん応用できるところまでで展開

していこうという方向があると思うん

です。せっかく優れたものが見つかっ

たんだから、もっと徹底して応用の可

能性を追求してもよかったんではない

かという気がします。

　研究室を訪問して研究の進め方につ

いて聞く機会がありましたが、LSI 用

の薄膜形成技術に関して特許も取り、

パートナー会社との共同研究も進めて

おられ、応用の展開についてはある程

度会社に任せている印象を受けまし

た。詳細はわかりませんが、短期間に

実用になる方向に行かなかったのは事

実です。一方メカニズムの探求の面で

は結晶を縦にしたり横にしたり自在に

操れる材料技術を開発し、膜厚依存性

の無いｃ軸配向の条件を見出すなど地

道に展開してきており、2005 年から

2006 年にかけて 5 編の論文にまとめ、

奨励賞を複数獲得するなど、マテリア

ル関係の研究者間では高く評価されて

いるように思います。

  本日は長時間にわたり貴重なご意見

をいただき、ありがとうございまし

た。研究者の皆様がこれまでの研究成

果を踏まえてさらに大きく飛躍される

こと、また我国のナノサイエンスおよ

びナノテクノロジーの深化と展開が進

むことを期待したいと思います。
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