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１．戦略目標 
「情報処理・通信における集積・機能限界の克服実現のための 
      ナノデバイス・材料・システムの創製」 

 
 
２．研究領域 
 「超高速・超省電力高性能ナノデバイス・システムの創製」（平成１４年度発足） 
 
近年の情報通信技術の目覚しい発展は、超高速の通信用トランジスタ、超高集積・低消費

電力型の LSI、多様で優れた機能を持つ半導体レーザーなど、様々なデバイスの驚くべき進

歩によって達成されてきた。本研究領域では、ナノメートル級の超微細構造の形成技術お

よび超集積化技術を活用することにより、情報処理や通信システムの性能を飛躍的に高め

ることのできる次世代デバイス・システムを創製することを目指した。公募を開始した平

成 14 年度には 37 件の応募があり、１次と２次の審査を経て 10 件を採択した。平成 15 年

度の追加公募には、12 件の応募があったが、採択に到らなかった。採択 10 課題は、超高速

性・超省電力性を持った「情報通信技術や光素子」を目指した課題および「情報処理技術」

を目指した課題からなるが、次世代デバイス・システムの基礎を支えるナノプロセス技術

の研究やナノデバイスにおける物理過程の解明と制御に係る研究も含まれている。 
 
３． 研究総括 
    氏名 榊 裕之     （所属 豊田工業大学 役職 副学長） 



 

４． 採択課題・研究費 
 

 

 

（百万円）

採択年度 研究代表者 
事後評価時 

所属・役職 
研究課題 研究費 

秋山 英文 東京大学 准教授 量子細線レーザーの作製とデバイス特性の解明 300 

安達千波矢 九州大学 教授 有機半導体レーザーの構築とデバイス物理の解明 280 

荒井 滋久 東京工業大学 教授 低次元量子構造を用いる機能光デバイスの創製 255 

大谷 俊介 電気通信大学 教授 多価イオンプロセスによるナノデバイス創製 290 

河口 仁司 
奈良先端科学技術大
学院大学 教授 

シフトレジスタ機能付超高速光メモリの創製 368 

小柳 光正 東北大学 教授 共鳴磁気トンネル・ナノドット不揮発性メモリの創製 654 

新田 淳作 東北大学 教授 半導体スピンエンジニアリング 297 

藤巻 朗 名古屋大学 教授 単一磁束量子テラヘルツエレクトロニクスの創製 280 

古屋 一仁 東京工業大学 教授 超ヘテロナノ構造によるバリスティック電子デバイスの創製 269 

平成 

１４年度 

吉川 明彦 千葉大学 教授 InN 系窒化物ナノデバイス／ナノプロセスの分子線エピタキシ法による新展開 291 

   総研究費 3,286 



 

５．研究総括のねらい 
近年の情報通信技術の目覚しい発展は、超高速の通信用トランジスタ、超高集積・低消

費電力型の LSI、多様な機能を持つ高性能レーザーなど、様々なデバイスの驚くべき進歩に

よって達成されてきた。こうしたデバイス・システムの実現のために、既にナノメートル

級の超薄膜構造が随所に活用されており、ナノテクノロジーが駆使されてきたと言っても

過言ではない。今後、情報通信技術の質を一段と高めるには、従来のデバイス構造を極限

的に微細化するだけでなく、様々な個性を備えた物質群の中から、 も適した材料を選び、

斬新なナノ構造に成形し、これをデバイス内部に巧みに取り込むことにより、デバイスの

機能・応答速度・消費電力などを飛躍的に高める必要がある。本研究領域では、こうした

試みの推進を目指している。 
 
６． 選考方針 

今回の公募に対して、37 件の研究提案の応募があった。まず、提案書類を基にした１次

審査を行い、合議の結果 17 件を選考した。続いて、口頭説明と質疑を基に、２次審査を行

い、 終的に 10 件の研究提案を採択した。平成 15 年度の追加公募には、12 件の応募があ

ったが、採択に到らなかった。今回の選考に当たっては、対象とするデバイス構造の実現

に必要となる要素技術に関して、これまでどんな準備や実績を積んできたかを考慮すると

ともに、今後の発展を支配する主要な技術課題に如何に取り組み、それが達成された際に、

当該のデバイス・システム分野にどのような影響を与えるかに関し、明確な問題意識を持

っている提案を優先した。また、研究経費に関しても、研究の狙いを吟味・厳選し、中核

的な目的に研究資源を集中させるタイプの研究計画を優先した。 
わが国には、優れたデバイス研究者が多く存在することを反映し、応募のあった提案の

研究対象は、半導体に限らず、金属・磁性体・超伝導体・有機物にも及んでおり、さらに

その多くが高いレベルを備えていたため、１次審査も２次審査も極めて困難なものとなっ

た。 
採択 10 課題は、超高速性・超省電力性を持った「情報通信技術や光素子」を目指した課

題および「情報処理技術」を目指した課題からなるが、次世代デバイス・システムの基礎

を支えるナノプロセス技術の研究やナノデバイスにおける物理過程の解明と制御に係る研

究も含まれている。 



 

 
７． 領域アドバイザーについて 

領域アドバイザー名 所属 役職 任期 
鳳 紘一郎 東京大学 教授 平成 14 年 11 月～平成 16 年 3 月 

長谷川 英機 北海道大

学 
名誉教授 平成 14 年 11 月～平成 20 年 3 月 

小林 功郎 東京工業

大学 
教授 平成 14 年 11 月～平成 20 年 3 月 

井筒 雅之 （独）情報

通信研究

機構 

高級研究

員 
平成 14 年 11 月～平成 20 年 3 月 

岩井 洋 東京工業

大学 
教授 平成 14 年 11 月～平成 20 年 3 月 

三村 高志 （株）富士

通研究所 
フェロー 平成 14 年 11 月～平成 20 年 3 月 

平山 祥郎 東北大学 教授 平成 14 年 11 月～平成 20 年 3 月 

 
研究領域が半導体のみならず金属、磁性体、超伝導体、有機物までの幅広い材料を用いた

デバイス・システムを対象としている。このため、領域アドバイザーとしてはシリコン半

導体、化合物半導体、これらの電子物性とプロセス技術およびデバイス技術、光デバイス

および通信システムなどの分野で高い業績をあげていて深い見識を持った方々にお願いし

た。これまで 5 回の領域会議、２回の領域シンポジウム、中間評価会、課題事後評価会に

おいて、物理的な観点、デバイス化、システム化に亘って高い見地からのアドバイスを頂

いた。 
 
 
８． 研究領域の運営について 

当研究領域には超高速・超省電力をキーワードとした１０課題のチームがあり、そのう

ち 5 チームが光デバイスの研究を、各 2 チームが超高速デバイスとスピンデバイスの研究

を、1 チームが新規プロセスの研究を推進してきた。それぞれの課題によって研究のフェー

ズがかなり異なっている。物理現象や新しい材料を探索する課題もあれば、比較的近い将

来に適用可能なデバイス、あるいは１０年後の通信システムの一端を担うことを目指した

課題もある。このため、研究期間の中間段階までは、それぞれのフェーズに合わせた推進

を加速するよう指導を心がけてきた。中間評価の時点で、副課題を多く抱え、やや発散気

味と思われる課題については集中を、プロセス主体の課題、物理現象解明の課題について

もデバイスを志向した目線での検討を加えるよう指導した。 



 

１０研究チーム全体が集まって議論する領域会議は１年に１度開催してきた。初年度は

研究代表者と総括・アドバイザーでの発表・議論としたが、第２年度以降は共同研究者や

研究員にも参加を要請し、より具体的な話題を提供してもらうこととした。領域会議など

を通して議論を深めることにより、新たな研究協力が生まれている。量子細線の物理探索

を主題とする秋山チームとより実用的なレーザーを目指した荒井チームの連携研究がその

例である。 
それぞれの研究代表者はその分野において実績を残してきた方々であるので、中間評価

時点までは自主運営を基本としてきた。その後、終了年度までは領域の主題である超高速・

超省電力のデバイス・システムに現在取り組んでいるナノ構造やその形成技術がどのよう

に役立つかを意識して研究を推進するよう方向付けを行った。その結果、秋山チームでは

中間評価時点では成功していなかった電流注入によるレーザー発振や、吉川チームではグ

ループ再編成を行い、デバイス志向を強め、１分子層を挿入した新たな結晶構造において

発光素子の実現、HEMT 素子つながるシミュレーションおよび基礎的実験結果を得るに到

った。 
第３年度には公開シンポジウムを開催し研究代表者による 10 件の口頭発表の他、40 件

のポスター発表を行った。 終年度の平成 19 年度にはナノテクバーチャルラボ内のデバイ

ス系 5 領域合同により終了シンポジウムを開催し 5 年間の研究成果を報告した。この合同

の終了シンポジウムでは、領域間にまたがる課題でセッションを構成し２会場パラレルで

の口頭発表とポスター発表を行った。この結果、大学や公的研究期間のみならず、企業か

らも多数参加いただき、技術移転など研究成果の今後の進展や新たな課題創出に役立つも

のと信じている。 
 
 
９． 研究を実施した結果と所見 
9-１．研究の成果 
採択された研究チームは、５年に亘り研究を精力的に展開し、以下に記す成果を達成した。 
 
I   情報通信技術・光素子の超高速化・省電力化・高性能化を目指した研究課題 
 
①「量子細線レーザーの作製とデバイス特性の解明」 
秋山英文（東大）らは、量子井戸を直交させた T 字型の量子細線を対象に、成長中断アニ

ール法によって均一性を飛躍的に高め、分光実験を系統的に展開し、細線レーザーにおけ

る 1 次元励起子など多体効果の重要性を解明した。T 型レーザーで初の電流励起発振にも成

功した。特に、阪大小川ら理論グループとの共同研究と東工大の荒井チーム（後述）との

連携協力により、量子細線レーザーの物理基盤を解明し、高性能化の指針を示している。 
 



 

②「低次元量子構造を用いる機能光デバイスの創製」 
荒井滋久（東工大）らは、電子線リソグラフィと埋め込み成長による量子細線形成法を飛躍的に

高め、実用的な量子細線レーザー実現のための技術基盤を確立した。細線の寸法制御によりバン

ドギャップを面内で自在に制御する技術も確立し、受動素子・レーザー・検出器を一体化した新

素子も可能とした。なお、歪補償を取り入れた幅 23nm の量子細線レーザーで、40000 時間以

上（平成 20 年 1 月時点）の室温連続発振に成功しており、実用化の道を拓く成果である。 
 
③「シフトレジスタ機能付超高速光メモリの創製」 
河口仁司（奈良先端大）らは、面発光半導体レーザーの偏波特性が、入力光の偏波に応じて

双安定的に切り替ることを利用した光メモリの研究で、世界を先導している。特に、全光

型ルータ実現を目指した研究を進め、2 ビットでのメモリ機能とシフトレジスタ機能を実証

し、特徴を明らかにした。均質な素子のアレイ配列化により、多ビット化も可能との展望

を示した。共同研究者は、光ヘッダー認識方式などに関し、注目すべき成果を上げている。 
 
④「有機半導体レーザーの構築とデバイス物理の解明」 
安達千波矢（九大）らは、優れた有機半導体の開発を軸に、電流注入によるレーザー発振

実現のための先導的研究を進めた。レーザー材料では、高励起下での励起子の失活の抑制

が必須であり、新材料（ビス・スチリルベンゼン誘導体（BSB））の開発により、超低閾値（0.1
μJ/cm2）での増幅的自然放出（ASE）発振を実現した。また、光導波モードの 適制御、

FET 型の発光素子の探索、1KA/cm2 を越す大電流用の材料開発でも、顕著な成果を得た。 
 
II  情報処理の超高速化・省電力化・高性能化を目指した研究課題 
 
⑤「超ヘテロナノ構造によるバリスティック電子デバイスの創製」 
古屋一仁（東工大）らは、1THz に迫る超高速電子素子を目指し、設計解析と試作技術の研

究を進めた。特に、金属や絶縁物のナノ構造を化合物半導体に埋め込む独自技術を確立し、

新構造のHetero-Bipolarトランジスタやゲート制御型のHot-Electronトランジスタを試作、

改良次第で、従来素子の速度限界を凌ぐ可能性を示した。浅田らは、共鳴トンネル素子を

高度化し、3次高調波成分であるが、室温動作固体素子で初の1THzを越す発振を実現した。 
 
⑥「単一磁束量子テラヘルツエレクトロニクスの創製」 
藤巻 朗（名大）らは、高温超伝導体 YBCO ジョセフソン接合（JJ）の高性能化を進め、

テラヘルツ帯で動く単一磁束量子（SFQ）回路の実現を目指す研究を進めた。特に、積層

型 JJ で問題となる YBCO と障壁との界面特性を均質プラズマの活用で格段に高める技術

を開発し、高い IcRn積を得た。この結果、SFQ 型分周回路で、500GHz(0.5THz)動作が実

現した。また、YBCO 系超高速回路での入出力を光学的に行う手法に関し、新知見を得た。 



 

 
⑦「共鳴磁気トンネル・ナノドット不揮発性メモリの創製」 
小柳光正（東北大）らは、MOS 型 FET の絶縁膜に FePt など磁性ナノ粒子を埋め込み、電

子注入を磁化状態で制御する方式の新規不揮発性メモリの実現を目指した。1013/cm2 を越

す超高密度ドットの形成、磁場下の熱処理による磁性制御、電子線ホログラフィーによる

磁化観察を実現し、メモリ素子の試作と特性評価を行った。容量電圧(CV)特性に現れる履

歴（記憶）が磁化に依存することを示したが、繰返し耐性等の諸課題も明らかとなった。 
 
⑧「半導体スピンエンジニアリング」 
新田淳作（東北大）らは、半導体内の電子の「スピン」を巧妙に制御し、新素子に応用す

る試みを進めた。スピン軌道（SO）相互作用では、電界が有効な磁界に変換されるため、

種々の量子井戸にゲート電圧を加え、ゼーマン効果とSO相互作用との競合関係を自在に制御し

た。また、2経路スピン干渉素子におけるスピンの歳差運動をゲート電圧で制御するための一連の

実験を行い、伝導度の振動的変化の解析から、アハロノフ・キャッシャー効果の実証に成功した。 

 
III  ナノプロセス技術の開拓によるナノデバイスの実現を目指した研究課題 

 

⑨「InN系窒化物ナノデバイス／ナノプロセスの分子線エピタキシ法による新展開」 

吉川明彦（千葉大）らは、青色 LED に必須の窒化物半導体の中で、基礎物性も材料科学的

性質も詳らかでなかった InN に着目し、分子線エピタキシーによる成長、物性解明と応用 

探索の研究を進めた。特に、InN 表面の極性の精密制御によって、結晶の高品質化の手法を

示した。その結果、一分子層 InN を含む量子井戸の実現と青紫色 LED への応用、InN 内の

残留電子濃度の低減と p 型 InN の成長が可能となり、InN の素子応用の基盤が築かれた。 

  

⑩「多価イオンプロセスによるナノデバイスの創製」 

大谷俊介（電通大）らは、原子から複数個の電子を除いた多価イオンを作り、金属・絶縁

物・半導体に照射すると表面反応が生じ、数～数十ナノメートル寸法の変形や改質が生じ

ることを示した。また、多価イオン1個の入射が多数の二次電子の放出として検出できる技

術、入射多価イオンに同期した２次イオンの検出によりSIMS分析ができることも見出した。

さらに、細管型イオンガイドなども開発したが、ナノデバイスの創製には及ばなかった。 

 

以上、述べたように、10 チームは、各々の課題に取組み、チーム内の連携およびチーム外と

の協力や相互啓発も活かして、精力的な研究を進め、注目すべき成果を達成した。現時点では、

実用化までの距離は様々であり、高性能デバイスの技術要素として近い将来に取り込まれることが

期待される成果から、当面は、次世代の新規デバイスやシステムを実現させるための学術基盤・技

術基盤として貢献するものまでが含まれている。いずれにせよ、これらの成果が、今後の研究開発



 

をさらに誘発・促進し、次世代の情報処理・通信分野における高速化・省電力化・高性能化に

大きく貢献することを念じている。 
 
9-2. 研究成果の展開 

 

チーム名 展開内容、展開先課題名、代表者（参加者） 

安達チーム 有機半導体レーザーの材料開発デバイス開発に関して、有機化学材

料メーカ、デバイスメーカとの共同研究を開始 

文部科学省科学研究費特別推進研究「Si 系 LSI 内広帯域配線層の為

の InP 系メンブレン光・電子デバイス」（代表 荒井滋久、平成 19

年度～23 年度） 

荒井チーム 

低損傷極微構造形成技術が、文部科学省ナノテクノロジー総合支援

サービスの一環として外部に提供され、NEC ナノエレクトロニクス

研究所による「可変光減衰器を集積した多波長レーザ光源」として

結実。 

科学研究費補助金 H17,18 年度，代表：中村信行 ｢多価イオン照

射により磁性表面から放出される 2 次電子のスピン分析｣、その他競

争的資金 4 件 

大谷チーム 

情報通信研究機構 未来 ICT 研究センター（ナノ ICT グループ）と

の共同研究を進め，情報通信研究機構 受託研究「多価イオン生成

ナノ構造のデバイス応用に関する研究」（H17 年度，代表：櫻井 誠、

他 H15 年度、H16 年度各 1 件） 

文部科学省科学研究費補助金、特定領域研究「新世代光通信へのイ

ノベーション」の中の計画研究「偏光双安定面発光半導体レーザを

用いた全光型信号処理」（平成 17年度－平成 20年度、研究代表者 河

口仁司） 

総務省戦略的情報通信研究開発推進制度（SCOPE）による「長波長

偏光双安定面発光半導体レーザを用いた全光パケットスイッチノー

ドに関する研究開発」（平成 19 年度－平成 21 年度、研究代表者 河

口仁司） 

河口チーム 

InP 基板上 InGaAsSbN 系の MBE 成長に関する研究が、企業との共

同研究へ展開し、そのテーマが次世代戦略技術実用化開発助成事業

(NEDO)に採用。（大阪府立大学、河村裕一グループ） 



 

 

(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) の高集積・複合Ｍ

ＥＭＳ製造技術開発事業（委託事業）の「ＭＥＭＳ－半導体横方向

配線技術の研究開発」プロジェクト(平成 18 年度～平成 20 年度)に

取り上げられ、チップ上に高性能インダクタを形成する手法として

検討中。 

小柳チーム 

金属ナノドット(Co ナノドット)を用いた半導体不揮発性メモリの実

用化へ向けて、旭硝子(株)と共同研究を実施。 

科学研究費補助金基盤研究 B 「結合ナノ構造中 3He 温度電子スピ

ン密度分布のイメージング」 

科学研究費補助金基盤研究 A 「磁性半導体・半導体ハイブリッド

構造におけるスピン三端子デバイス」 

科学研究費補助金萌芽研究 「スピン注入による半導体スピンホー

ル効果の電気的な検出」 

新田チーム 

 

科学研究費補助金特定領域研究（計画研究）「スピン軌道相互作用を

用いたスピン流の電気的な検出」 

文部科学省科学研究費補助金特別推進研究課題「Ｓｉ系ＬＳＩ内広

帯域配線層の為のＩｎＰ系メンブレン光・電子デバイス」（平成 19

年度～平成 23 年度、研究代表者 東京工業大学荒井滋久教授）とし

て発足。浅田雅洋、宮本恭幸が研究参加） 

古谷チーム 

総務省戦略的情報通信研究開発推進制度(SCOPE)研究主体育成型研

究開発産学官連携先端技術開発の枠組み「超 100GbE システムに向

けた THz トランジスタ集積回路およびモジュールの研究開発」（平

成 18 年度～平成 20 年度の産学連携プロジェクト（研究代表者、宮

本恭幸、NTT およびアンリツと共同） 
吉川チーム 文部科学省科学研究費補助金（特定領域研究）「窒化物半導体のフロ

ンティア」（平成１８年～２３年）（領域代表者：名西憓之立命館大

教授、吉川明彦が、「物性評価」班の代表者および、研究課題「極広

域分光による窒化物半導体ナノデバイス構造の精密評価」を推進中）

 
 



 

１０．総合所見 
本研究領域は、ナノテクノロジーが包含する広範な分野の中にあって、デバイスの性能、特に高

速性や省電力性を飛躍的に高めるための研究提案を募り、ナノ構造を利用した次世代素子技術

に関する 10 課題を選定し、研究を推進した。各研究チームには、担当課題の推進に留まらず、相

互啓発や相互協力を進めることも要請した。 
採択された課題の中には、量子細線レーザに関する課題が 2 件、次世代超高速光ネットワーク

に必須の量子井戸を用いた光メモリーに関する課題、有機半導体レーザを目指した課題、窒化イ

ンジュームの光素子応用の課題が含まれている。このため、次世代の光デバイスや光システム実

現に向けた多面的研究が進み、顕著な成果が達成された。特に、量子細線の光学的機能とレー

ザ応用に関して、世界最高度の形成技術を駆使した実験的研究と 1 次元電子系における多体効

果を考慮した厳密な理論研究が進展し、相互の結合により、量子細線レーザの利点と留意点が浮

彫りにされたことの意義は大きい。また、シフトレジスタ機能を持つ複数ビット光メモリーの実証、レ

ーザ材料とし有望な極めて高い光学利得を持つ新規の有機発光材料の創成、一分子層の InNを

挿入した GaN 系へテロ材料の開発など、光素子分野の発展につながる顕著な成果を挙げた。 
他方、ナノ構造の伝導素子応用に関し、超高速性や省電力性を目指した 4 件の研究が行われ、

顕著な成果を達成している。まず、超高速素子分野では、共鳴トンネル素子を用いて単一固体素

子として初のテラヘルツ波発生に成功するとともに、トランジスタの究極速度実現に向けた設計・解

析とナノ構造埋め込み技術の研究で大きく貢献した。また、高温超電導体素子の分野でも、積層ト

ンネル接合の性能を格段に高め、単一磁束回路で 500 ギガヘルツ動作を実現したことは特筆に

価する。さらに、次世代の不揮発性LSIメモリーに関し、強磁性金属ナノ粒子を絶縁膜に埋め込ん

だ MOS 素子を提案・試作し、原理実証に成功している。実用化には遠いが、半導体と磁性を併用

するメモリー素子を探索する試みは、注目に値する。また、スピントロニクス分野では、電子スピンを

ゲート電界で制御し、新規伝導素子として用いる研究が進み、低温で原理が実証された。これらの

素子は、量子情報処理などへの適用可能性があり、発展が期待される。なお、多価イオンをナノ構

造形成に用いるユニークな試みは、探索段階に留まった。 
以上述べたように、本研究領域では、ナノ構造を活用し、次世代の光デバイスやシステム、超高

速トランジスタやダイオード、超高速超伝導素子、大規模半導体メモリー、スピン制御素子の研究

を推進し、それらの革新に寄与する重要成果を達成できた。この領域の研究対象は多岐にわたる

ため、領域全体の発展のためには、今回得られた成果を発展させるだけでなく、関連テーマに関

する研究を平行して進める必要があると考えている。幸い、平成 19 年度から、LSI の進化・発展に

向けたナノエレクトロニクス関する研究領域がＣＲＥＳＴプログラムとして発足した。本領域の成果と

新領域の成果が補完的に作用し、次世代のエレクトロニクスの進展に貢献できることを祈念してい

る。 
 


