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１．戦略目標 
「分子レベルの新機能発現を通じた技術革新」 

 
 
２．研究領域 
   「電子・光子等の機能制御」（平成１０年度発足） 
 

領域の概要 
   電子や光子等の静的、動的特性を制御することで、新しい機能を発現しうる

技術の可能性を探索する研究を対象とする。 
 具体的には信号の発生、増幅、処理、変換等の機能を発現させるための物理

的，化学的メカニズムや、その実現に向けた技術的可能性の探索を行う研究等

が含まれる。特に、界面を含む物質内部、表面における電子や光子等に関わる

量子力学的現象の発見、解明、利用およびその具体化のための材料、構造作成

技術の研究等が含まれる。 
 
 
３． 研究総括 
    菅野 卓雄（東洋大学学長、工学部教授  

研究領域発足時より平成 12 年 9 月 10 日まで 

          東洋大学工学部教授 

    平成 12 年 9 月 11 日より平成 12 年 12 月 5 日まで 

          学校法人東洋大学 理事長 

             平成 12 年 12 月 6 日より現在まで） 
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４． 採択課題・研究費 

＊1（理研→H12.10.1 東工大(理研主任研究員も併任)）、＊2（研究代表代行者として H14.3 故伊原英雄研究代表者を引き継ぐ） 
＊3（産総研→H16.3.16 阪大(産総研客員研究員も併任)）、＊4（NEC 基礎･環境研究所→H17.7.1 物質･材料研究機構） 
     

採択年度 研究代表者 
終了時 

所属・役職 
研究課題 

研究費 

(百万円) 

青柳克信＊1 東京工業大学 教授 量子相関機能のダイナミクス制御 837 

田中康資＊2 産業技術総合研究所主任研究員 高性能高温超伝導材料の創製 721 

川原田洋 早稲田大学 教授 表面吸着原子制御による極微細ダイヤモンドデバイス 537 

平山祥郎 NTT 物性科学研究所 部長 相関エレクトロニクス 576 

平成 

１０年度 

鳳紘一郎 東京大学 教授 量子スケールデバイスのシステムインテグレーション 511 

小田俊理 東京工業大学 教授 ネオシリコン創製に向けた構造制御と機能探索 406 

北川勝浩 大阪大学 教授 核スピンネットワーク量子コンピュータ 461 

中野義昭 東京大学 教授 人工光物性に基づく新しい光子制御デバイス 494 

中村新男 名古屋大学 教授 ナノサイズ構造制御金属･半金属材料の超高速光機能 403 

平成 

１１年度 

覧具博義 東京農工大学 教授 光・電子波束制御エンジニアリング 444 

鈴木義茂＊3 大阪大学 教授 固体中へのスピン注入による新機能創製 560 

中村和夫＊4 物質･材料研究機構 副ｾﾝﾀｰ長 量子暗号の実用化を可能にする光子状態制御技術 494 

野田進 京都大学 教授 フォトニック結晶による究極の光制御と新機能デバイス 706 

平成 

１２年度 

花村榮一 千歳科学技術大学 教授 強相関電子系ﾍﾟﾛﾌﾞｽｶｲﾄ遷移金属酸化物による光ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 389 

   総研究費 7,539 
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５．研究総括のねらい 
  現在実用化されているデバイスや集積回路の特性改善の研究や次世代半導体材料・プ

ロセス基盤技術開発プロジェクトでとりあげられているような研究ではなく、特に科学的、

技術的価値の高い新規な量子力学的な物理的現象の発見や研究、特に量子力学的現象を基

盤とする新材料やナノ構造、更にそれ等を用いた国民生活や社会経済的インパクトの大き

いデバイスやシステム実現の可能性が高いことが期待される、とりわけナノ電子・光デバ

イスや量子情報処理や量子コンピュータに係わる研究課題を採択することとした。 
 
６． 選考方針 

選定される研究提案はいずれも前記戦略目標を「電子・光子等の機能制御」の研究領域

に於いて達成できるものでなければならないが、本研究領域が発足した当時は研究提案の

募集に当たり「研究統括は個々の研究実施について、研究進捗状況の把握およびその調整、

研究者に対する助言等といった、研究領域全般の研究運営に携わる」とされており、平成

16 年度研究提案募集案内に記載されている「研究は研究総括のマネージメントのもとに推

進される」、或いは平成 17 年度研究提案募集案内に記載されている「戦略目標の達成に向

けて研究総括が研究領域をバーチャルラボとして運営する。」、「研究は研究総括を中心とし

た研究領域（バーチャルラボ）のもとで行なわれる。」の如き研究総括の役割は平成 10 年

度、11 年度、12 年度の研究提案の選考の際には示されていなかった。 

 したがって研究提案の選考は「研究統括の役割は研究進捗状況の把握及びその調整、研

究者に対する助言等である」と理解して行なわれた。即ち戦略目標を達成するための具体

的な研究戦略を研究統括が領域アドバイザーの協力を得ながら予め詳細に決めて、研究領

域をバーチャル・ラボラトリーとして一体として運営できるように、それに適合する研究

提案、乃至は提案者と協議することにより研究戦略に適合させることが可能と考えられる

ような研究提案を採択するような方策は取らなかった。 

 即ち研究目標、研究実施計画はあくまで研究提案者の責任において立案、計画し実施す

ることを前提としたので、本研究領域の範囲内にあり、戦略目標の達成に資するものであ

れば、研究提案を個々に評価し、その評価の高さの順番に従って選定した。 

 研究提案選考に当たっては下記の項目には特に留意し、総合的な評価を行なった。 

 

①研究提案の性格 

  電子・光子等の機能制御に関する主として科学的な研究提案であるか、或いは電子・光

子等の機能制御のデバイス、システムへの展開を主とした研究提案であるか、両者を含む

場合にはその割合はどの位であるか。 

②独創性 

  研究提案の基本になっている発想は提案者自身によるものであるか否か。研究提案の基

本になっている発想が提案者自身のものでなくても、本研究提案を選定し実施した場合に

得られることが期待される研究成果の科学的、技術的意義は十分高いことが予測されるか
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否か。 

③研究内容の戦略性、具体的成果の可能性 

選定された研究提案の研究実施期間は５年間であることに鑑み、５年後に具体的な研究

成果が得られる可能性が高いか否か、チームとしての研究内容、計画の戦略性、チーム内

にサブ・チーム組織として研究グループが組織されている場合には個々の研究グループに

おける研究内容、計画の戦略性が高いか否か。 

④国内外における類似の研究の実施状況 

  国内外において研究提案と類似の研究は行われておらず先導的研究であるか、否か。国

内外において類似の研究が行われている場合には、本研究を実施することにどのような意

義があるか。 
⑤研究提案者の研究推進能力、業績、国際的評価 

前記の如く選定された研究提案の研究実施期間は５年間であるので、その間に具体的な

研究成果が得られる可能性が高くなければならないので、過去の研究業績、国内における

評価は比較的容易であると思われるので、特に国際的な評価を勘案し研究提案者の研究推

進能力が十分に高いか否か。 

⑥研究組織 

 想定される研究費の配分額からみても全くの個人研究は排除されるわけではないが、多

くの場合複数の研究者が研究組織を構成して研究が遂行されることになるので、研究実施

場所が同一機関もしくは地理的に近く設置されていても、研究組織としてまとまって活動

できる体制になっているか否か、特に研究実施場所が異なる機関に分散設置されている場

合、同一機関内でも地理的に離れて設置されている場合には、研究組織として纏まって活

動することが期待できる体制になっているか否か。 

    平成 10 年度の研究提案の選考のプロセスは下図の如くである。 
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平成 11 年度、平成 12 年度の研究提案の選考も同様なプロセスで行なわれた。 

・平成 10 年度：提案数 116 件、ピアレビュー13 件、面接課題 10 件、採択課題５件 

・平成 11 年度：提案数 79 件、ピアレビュー28 件、面接課題６件、採択課題５件 

・平成 12 年度：提案数 63 件、ピアレビュー30 件、面接課題６件、採択課題４件 

 
ピアレビューに先だって行われた書類審査に使用された書類審査記入表、並びに peer 

reviewer に提出を依頼したピアレビュー評価表を添付書類 1 及び 2 に示す。               

 
７． 領域アドバイザーについて 

名前 所属 役職 任期 

青野 正和＊1 物質・材料研究機構 ﾅﾉﾏﾃﾘｱﾙ研究所 所長 H10.6.30～H18.3.31

池上 徹彦 会津大学 学長    〃   

伊藤 良一＊2 東京大学 名誉教授    〃   

川辺 光央＊3 物質・材料研究機構 ﾅﾉﾏﾃﾘｱﾙ研究所 特別研究員    〃   

後藤 俊夫＊4 中部大学 総合工学研究所 所長    〃   

坂本 統徳＊5 産業技術総合研究所 広報部 次長 〃 
堀越 佳治 早稲田大学 理工学部 教授 〃 
＊1(理研(阪大併任)→H14.8.1物質･材料研究機構)､＊2(東京大学→H11.4.1明治大学H16,3,31) 

＊3(筑波大学→H14.4.1 物質･材料研究機構)、＊4(名古屋大学→H17.4.1 中部大学) 

＊5(電子技術総合研究所/産総研→H15.4.1 長崎県政策調整局→H17.4.1 産総研) 

 

領域アドバイザーに対しては研究提案の選考、個々の研究の実施について中間評価や

事後評価を含めた研究領域全般の研究運営に関し研究総括への協力を求める観点から、本

研究領域の内容について十分な研究実績があり、豊な学識と、特に研究評価の意義、手法

について高い識見を有する方々の中から地域的な分散、所属機関の多様性にも配慮し、即

ち国立大学、公立大学、私立大学、公的研究機関所属の方々から且つ企業における研究経

験の有無も考慮して領域アドバイザーを委嘱した。 
 
８．研究領域の運営について 

「研究統括が研究費の配分に関し科学技術振興事業団からの相談に与ること、及び個々

の研究の実施について、研究進捗状況の把握およびその調整、研究者に対する助言を行な

うこと」は当時の科学技術振興事業団からの募集案内に明示されていたが、平成 16 年度、

平成 17 年度の募集案内に記載されている「研究は研究総括のマネージメントのもとに推進

される」、「研究総括が研究領域をバーチャルラボとして運営」するとの科学技術振興機構

の方針が示されたときには本研究領域での研究提案の採択は平成 10年度当時の方針に従っ

て終了し、研究自体も平成 10 年度採択チームについては既に終了し、平成 11 年度、平成



 7

12 年度採択チームについても研究終了間近であったので本研究領域の運営は研究提案選考

当時の方針に従って行なわれた。 

 その際特に注意したことは研究進行状況を把握するために研究者に対し資料作成等によ

り過重の負担を掛けることの無い様に配慮し、且つ研究総括や領域アドバイザーはあくま

で助言者、調整者の立場を堅持し、研究者が研究総括や領域アドバイザーの意見を過度に

斟酌するあまり、研究者自身による創造への挑戦を妨げたり、その意欲を萎縮させたりし

ないようにしたことである。 

 従って研究進行状況の評価も幅広い観点から行い、優れた研究成果を発掘し、見出す 

ことに心掛け、本研究領域は発足当時戦略的基礎研究推進事業の一環であった本質に則り、

基礎研究の性格上、選定当初には予測できなかった新たな発展があることも高く評価した。 

 研究領域の運営について以下記すが、それらの簡単なまとめを研究領域運営実施状況と

して添付資料 3に示す。 

 

８．１ 研究遂行上の調整及び研究者への助言 

個々の研究チームに対する研究遂行上の調整や研究者に対する助言は研究開始に際し

ての研究代表者との打ち合わせ、プレ中間評価、中間評価 及び主たる目的は国際社会へ

の情報発信であったが、三ヶ月ごとに英文のニュースレターを作成する際研究者に寄稿を

求めることにより行なった。 

 ８．１．１ 事前打ち合わせ 

 研究代表者との事前打ち合わせは各期に選定された全チームの研究代表者と研究総括、

領域アドバイザーが出席し、技術参事が陪席して行なわれ、戦略的基礎研究の目標達成の

ため各研究チームはリアル又はバーチャル・ラボとして研究代表者のリーダーシップの下

で研究計画の遂行にあたり、研究代表者、共同研究者の個人研究の単なる集合体であって

はならないことを確認した。 

 実施日は平成 10 年度チームに対しては平成 11 年 1 月 11 日、平成 11 年度チームに対し

ては平成 12 年 1 月 6日、平成 12 年度チームに対しては平成 12 年 12 月 20 日である。 

 ８．１．２ プレ中間評価を通じての研究者への助言 

 プレ中間評価は本研究領域が独自に実施したもので、研究提案選定後満二年に当たる時

期に開催される領域シンポジュームで研究総括、領域アドバイザーによりおこなった。 

用いたプレ中間評価表を添付資料 4に示す。 

プレ中間評価を本研究領域で独自に行なった理由は中間評価が研究提案選定後満三年

目に行なわれるので、中間評価の結果が纏まった時点では残されている実質的な研究期間

が二年間はないこと、各研究チームは秋に研究を開始しているが 2 年目以降の予算請求、

配分は会計年度で行われるので、 後の 5年目は新たな予算配当があっても活動期間は 6

ヶ月しかなく（平成 11 年度、12 年度チームに対しては活動期間を年度末まで延長する 

ことが認められたが、）、中間評価後 1年分の研究計画を立て予算が請求できるのは第 4年

目の後半と第5年目の前半になる年度に対するする1回のみであるので中間評価の結果を
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当該チームの研究活動に反映させることが事実上極めて困難だからである。 

 プレ中間評価の結果は必要に応じて研究代表者に文書で伝え、研究代表者からの意見を

求めるとともに、今後の研究の進め方について研究代表者、共同研究者と協議し、研究総

括としての助言を行なった。 

即ち平成 10 年度チームに関しては下記 3チームと協議のための会合を持った。 

 ・川原田チーム（平成 12 年 11 月 22 日）： 

ダイアモンドデバイスの Figure of Merit に対する新しい視点を助言等 

・青柳チーム（平成 12 年 12 月 21 日）： 

  量子ビット実現に向けたチームとしての研究体制の再検討の要請等 

・鳳チーム（平成 13 年 1 月 16 日）：量子スケールデバイスのシステム・インテグレー

ションの目標の明確化とチームとしての研究の戦略性の再検討の要請等 

平成 11 年度チームに関しては下記 4チームと協議のための会合を持った。 

 ・小田チーム（平成 13 年 12 月 26 日）：ナノ粒子の位置、個数制御の必要性の検討と

チームとしての研究の戦略性の再検討の要請等 

 ・中野チーム（平成 13 年 12 月 26 日）： 

   新規な光デバイスへの研究の集中と共同研究者間の有機的連携強化の要請等 

 ・覧具チーム（平成 14 年 3 月 29 日）：固体系の実験の促進とチームとしての研究の

戦略性を高めるための共同研究者の役割の明確化の要請等 

 ・中村(新)チーム（平成 14 年 4 月 2日）：本研究領域では「新しい機能を発現しうる

技術の可能性を探索する」研究を行なうことに鑑み、研究目標の明確化の要請等 

平成 12 年度チームに対しては面談の必要のあるチームは無かったので協議の場は設

定しなかった。 

 

８．１．３ 中間評価を通じての研究者への助言 

   科学技術振興機構より実施を求められた正規の中間評価をチーム毎に一日(午前 10 時頃

より午後５時頃まで)かけて研究代表者及び主たる共同研究者より研究進捗状況、研究成

果の報告を受け、領域アドバイザーの協力を得て行い、その結果を科学技術振興機構に報

告すると共に、その際把握された情報を基に研究者に対する助言を文書、必要に応じ面談

により行なった。 

 

即ち 平成 10 年度チームに関しては下記の如き助言を行なった。 

 青柳チーム：「国際的レベルにおいても極めて高い成果が得られており、なかんずく半導

体量子ドットでの量子ゲートの実証のインパクトは大きく今後の制御NOTゲートの実証が

大いに期待されるが、残り 2年間の研究期間で も効果的な研究を行なうには如何にすべ

きか、チーム全体としての研究の戦略性について現時点で検討が行なわれるべきである。」

旨伝えたところ研究代表者より「これまでは、量子コンピューテングシステムという点か

らビットの動作と観測（インターフェース）という２つの観点からさまざまな可能性を探
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索してきたが、そろそろ各テーマの有利不利を見極め、研究テーマを集中すべきであると

考え、研究体制を組み替え、量子ビットの実現に集中する。」旨文書回答があり了承した。 

 伊原チーム：「CuTl1234 系という独創的な超伝導材料について超伝導特性を伝導特性、NMR、

XPS、UPS 等により評価し、Inner Plane と Outer Plane の機能の分離をはじめて明らかに

した点等超伝導科学への貢献は大きいが、これを実用に供するためには良質の薄膜単結晶

作成技術を確立することが望まれ、フィルタで実用性が実証できれば本研究のインパクト

は更に大きくなると期待される。」旨研究代表者に伝えたところ了承し、更に積極的に研

究代表者として問題と考えている点を明示し、今後の研究方針について研究総括、領域ア

ドバイザーと懇談したい旨申し出でがあったので伊原研究代表者と菅野研究総括、川辺、

坂本、堀越アドバイザーが（平成 14 年 1 月 7日）面談を行い合意した。 

 川原田チーム：「ダイヤモンド表面の水素、酸素終端による表面状態の制御機構と表面チ

ャネル内の電気伝導機構の研究は、相互に密接な関連を有すると共にデバイスの高性能化、

高信頼性かを実現して行く上で不可欠である。本研究チームにより、これらの現象の解明

が進むことを期待する。一方本研究チームで行われているｎドーピングはチャレンジング

である。」旨伝えたところ研究代表者は了承した。  

 平山チーム：「本チームは此れまでによく知られていなかった半導体中の電子相関を明ら

かにし、「エレクトロニクス」に発展できる素地が固まってきたと思われるので量子ビッ

ト実現の可能性や相関を利用した新しいデバイスへの応用など「エレクトロニクス」にか

かわる研究へも発展され、本チームの研究題目である「相関エレクトロニクス」を確立す

る事が期待されるが、同時に基礎研究とは言え権利化できる部分を抽出して特許にしてお

くことも必要である。」旨伝えたところ研究代表者は了承した。  

     鳳チーム：「量子スケールデバイス・システムインテグレーションの概念が研究開始当初

よりも明確に定義され、それに従って研究目標、研究計画、グループ間の協力体制が外部

に対しても以前より明示できるようになったが、今後現在までの研究を益々発展させ、研

究代表者のリーダーシップのもとにチームとして纏まった研究成果を挙げられることを

期待する。」旨伝えたところ研究代表者は了承した。 

 

   また平成 11 年度チームに関しては下記の如き助言を行なった。 

 小田チーム：「いずれの方法で作製されたネオシリコンでもシリコン量子ドット間の相互

作用は観測はされているが良く制御されているとはいえない。ＶＨＦパルスプラズマ法で

シリコン・ナノ粒子の径を5nm以下にし、密度も5×1012 /cm2 以上にすることに全力を投

入すべきではないか？」旨伝えたところ研究代表者より回答書が提出され了承した。 

北川チーム：「本チームが研究開発した核スピン偏極方法を量子コンピュータ実現に 適

な材料に対し早急に応用していく必要がある。たとえば、CdTeが有力候補であるならば、

早急に結晶作製など次の展開が望まれる。残りの２年間においては選択と集中が必要とな

る為、今後ともグループ間の議論はより活発に行われることを期待したい。」旨伝えたと

ころ研究代表者より回答書が提出され了承した。  
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中野チーム：「デジタルフォトォトニクスの実現に向けての各分野のグループの戦略的な

取り組みの点で不十分である。夫々がもう少しテーマを絞りデジタルフォトニクスの実現

に向けてシステム構成要素としての評価を欠かさず、人工光物性に基づく新しい光子制御

デバイスの研究に集中し個々にブレイクスルーを狙った方がよいのではないかと思われ

る。」旨伝えたところ研究代表者において具体的な対応が回答書として纏めて提出され、

中野研究代表者と菅野研究総括が此れについて面談し（平成14年10月8日）了承した。   

中村(新)チーム：「全体的に研究が発散している印象があり、５年間で計画を達成し所期

の成果を得るプロジェクト研究の姿勢になっていない。 

ヘテロ接合関係の研究はErP関係が不成功の場合を考えてErAsにも着手したのは賢明であ

るが、デバイス応用への出口イメージがやや希薄な感がする。ボトムアップの基礎技術の

寄せ集めではなく、クリアな応用イメージを示しながら各要素技術をガイドしていくこと

が、今後重要と思われる。」旨伝えたところ研究代表者において具体的な対応が回答書と

して纏めて提出され、その内容を研究総括が了承した。  

覧具チーム：「フェムト秒での光波束位相制御というチャレンジングな課題に対して原理

的な実証をしたが、本プロジェクト終了までに、どこまでデバイスとして実証すれば第三

者が納得するか整理し、残りの期間に集中すべきである。デバイス構造に関して、量子ド

ットの高精度成長技術の確立は本プロジェクトの枠外であるので、量子井戸を用いた位相

検出を少数チャネル(ビット)でも実現して欲しい。」旨伝えたところ研究代表者において

具体的な対応が回答書として纏めて提出され、菅野研究総括が了承した。 

          

  更に平成 12 年度チームに関しては下記の如き助言を行なった。 

 花村チーム：「此れまでのところ研究代表者の理論的リーダーシップにより、超放射の理

論、ペロブスカイト結晶の光学的特性の研究の理論的裏付けの研究は順調に進行している

が、超放射構造の研究遂行体制は再検討すべきである。チーム全体としてプロジェクトに

関する共通的・基盤的な理解がやや不足している点も見られ、チーム内で充分な連絡が取

られていない感じがする。」旨伝え、花村研究代表者と菅野研究総括が協議(平成15年9月5

日)した。 

  その席で花村研究代表者から以下の提案があり合意した。 

(1) 半導体 pn 接合を Pb もしくは Nb 超伝導体材料で挟む構造で超放射をの実証を試みる。

ペロブスカイト超伝導層で絶縁層を挟む当初案では、超伝導層と絶縁膜界面で不可避

的に生ずる酸素の物理的移動が避け得ず良質なデバイス構造が得られない可能性が強

い事、そして新規構造では半導体 pn 接合に超伝導体を接合するが、近接効果でクーパ

ー対を注入可能である事が NTT の研究者(内藤グループリーダーと赤崎主任研究員)と

の議論から判明した。 

(2) デバイス製作は浜松」ホトニクスで進め、内藤グループリーダーと赤崎主任研究員同

席で議論を密にし上記デバイス構造での研究を加速したい。なお、平成 16 年度は両氏

を CREST メンバーに加える事も検討する。 
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中村(和)チーム：「プロジェクトの中心テーマである量子中継実現については未解決課題

が多い。特に量子ドットを介した中継はいくつか問題点があると思われるので、量子ドッ

トの実験に早急に着手することが望まれる。」旨伝え、対応策の検討を助言し菅野研究総

括と伊藤領域アドバイザーが中村(和)研究代表者と面談した所(平成15年9月11日)、対応

策が示され了承した。 

鈴木チーム、野田チームの研究は順調に研究が遂行されており、特に助言すべき事項はな

かった。 

                       

８．２ 研究進捗状況の把握 

 研究進捗状況の把握は前記の領域シンポジューム、及びその際行なわれたプレ中間評価、

中間評価を通じて行なわれた他、下記の如き研究総括等による「研究実施場所の視察(Site 

Visit)により行なった。 

(a)研究代表者の所属研究機関現地にて研究内容の紹介と議論、実験室視察   

  参加者：研究総括、領域アドバイザー１名、推進部担当者、技術参事  

・10 年度研究代表者地区：鳳(99.3.18)､平山(4.14)､川原田(5.28)､伊原(6.11)､青柳(10.29)         

・11 年度研究代表者地区：小田(00.4.14)､中野(5.11)､覧具(6.8)､中村(新)(8.3)､北川(8.4)         

・12 年度研究代表者地区：鈴木(01.7.5)、中村(和)(7.5)、花村(7.12)、野田(8.1) 

(b)研究総括の共同研究者地区の訪問 

・スタンフォード大学(02.2.5 山口研究員(北川チーム)) 

・ケンブリッジ大キャベンディッシュ研究所(02.5.1、アーメド教授、日立ケンブリッジ

研究所水田所長(いずれも北川チーム)) 

・北大(02.7.30、工学部雨宮教授(青柳チーム)、電子科学研究所竹内助教授(北川チーム)) 

 

８．３ 終了報告書要約の作成依頼  

 事後評価に先立って研究代表者に対し添付資料 5 に示す如き書式に従った終了報告書

要約の作成を依頼した。その趣旨は評価者が特に重要と考えている評価項目を予め研究代

表者に示し、研究代表者としての自己点検、自己評価を行なうことを求め、その結果を事

後評価に際し参考にすると共に、評価者が重要と考えている項目について研究チームより

十分且つ適確な情報を得て評価を行い、評価者と被評価者との間で十分な意思の疎通、情

報の共有を行い、相互の信頼を確立して評価に誤りなきことを期するためである。事後評

価会議開催時点では終了報告書は完成している場合もあり、未完成の場合もあるが、特に

後者の場合には終了報告書要約は重要な報告資料ともなる。  

  

８．４  国際社会への研究領域としての情報発信 

  本研究領域での研究に参加した研究者は各年度毎の研究終了報告書に記載されている

ように 1,575 件の極めて多数の論文発表を学会誌等に行い、更に合計 4,389 件の膨大な件

数の口頭発表を国際会議や国内学会等で行なっており、個々の研究者の研究業績は国際的
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にも国内的にも高く評価されている。研究総括としては個々の研究者に加えて「電子・光

子等の機能制御」の研究領域としての国際的な知名度を上げ、評価を高めるために英文に

よる News Letter を３ヶ月ごとに発行し海外へ毎号 120 部送付した。News Letter は A4 版

両面印刷で各号平均１０ページであるが、各チームの研究代表者、共同研究者に 新の研

究成果、トピックスの寄稿を依頼して編集しており、本研究領域の国際的な認知度を高め

る役割を果たした。 
 

９．研究を実施した結果と所見 
９．１ 研究成果の科学的、技術的価値 

 各研究チームとも下記の如く当初計画に従い、或いは当初は予測できなかった新たな展

開を行なって国際水準から見ても一級の優れた研究成果を挙げた。 

平成１０年度チーム 

 青柳チーム： 

本研究チーム成果の戦略目標「量子相関機能のダイナミクス制御」及び科学技術への主

たる貢献は下記の2点に要約することができる。 

① 量子相関機能の基本デバイス（量子ビット、量子ゲート）のっ原理的検証と実証を行

なった。即ち電子波導波路型量子ビットの提案、２重結合電荷量子ビット、励起子量

子ビット、電子スピン量子ビットの実験に成功し、特に世界で始めて単一励起子のコ

ヒーレント制御に成功して量子情報処理デバイスの新しい可能性を示し、量子ドット

を用いた励起子量子光学なる新学問分野を開拓したこと。 

② カーボンナノチューブにより量子ドットを形成し量子ビット実現に展開し、量子相関

機能の観点のみならず一般的なナノデバイス作成技術も含めたカーボンナノチュー

ブ・エレクトロニクスとでも称すべき新しい学問分野を開拓したこと。 

伊原(代行：田中)チーム： 

本研究チーム戦略目標である高性能高温超伝導材料の創製と、その研究成果の科学技術

への貢献は下記の如く要約できる。 

① APE法により も高いTcを有するTlCu-1223薄膜の作成に成功し、現在商品化されて

いる動作温度８０Kのマイクロ波フィルタより実用的価値の高い９０K動作のマイクロ

波フィルタを実現したこと、更にHg1223に匹敵するTc（133,5K）を有するバルクTl-1223

の開発に成功するなど、従来の酸化物高温超伝導体の特性を陵駕する高温超伝導体の作

成に成功したこと。 

② CuO２面の位置により異なるTcを持ちうること、磁性秩序と超伝導が共存することを

発見し、これら構造とメカニズムを明らかにするなど多層型超伝導体の科学を開拓した

こと。 

川原田チーム： 

本研究チームの戦略目標である「表面吸着原子制御によるダイアモンドデバイス」は 

① 高相互コンダクタンス電界効果トランジスタの実証、ダイアモンド表面を使用した

化学センサ、バイオセンサ実現により十分に達成できた。 
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これらのデバイス実証の研究の過程において得られた 

② ダイアモンド表面伝導機構のモデルの表面科学 

③ 硫黄ドープによるn型ダイアモンドの実現、ダイアモンドへテロエピタキシアル成

長技術の材料技術 

に対する貢献は従来未解明、未開拓のものを解明し、開拓したことで高く評価される。 

平山チーム： 

全般的に世界第一級の成果であり、特に物理現象の追求に関し圧倒的に優れた、普遍性

の高い成果を報告しており、世界中の物理学会等から注目されている。特に 

① 電子系による核スピン制御の可能性を示したこと、 

② 半導体量子ドット中でスピンの選択則が原子と同様に存在することを見出したこと

は当初予測しなかったことであり、 

③ スピン状態に依存した量子ホール強磁性や朝永-ラッテインジャ-液体効果による

“正”のクーロンドラッグの観測等直接的なキヤリア相関に関わる新現象の発見の他、 

④ 半導体ドットで量子ビット動作を実証し、 

⑤ 電子スピンによる核スピン制御の可能性の実証、量子情報処理分野で新展開が期待で

きる新学問分野「相関エレクトロニクス」を開拓した功績は大きい。 

⑥ また量子通信においてエンタングルメントの濃縮を実験的に示したこと、マイクロ波

電気力顕微鏡、強磁場・極低温近接場光学顕微鏡の開発によるナノプロービングの技

術的インパクトも大きい。 

鳳チーム： 

現在量子コンピュータに期待されている機能の一つは128 bitの公開鍵暗号解読であるが、

そのためにはおおよそ10３qbit を集積せねばならず、しかもこのように多数のqbitをコヒ

ーレントな状態に維持できる時間はフェムト秒程度であろうから実用的な量子コンピュー

タの実現までには相当な時間が掛かると予測される。それに対し本研究チームの戦略目標

である「量子スケールデバイスのシステムインテグレーション」の一環として実現した量

子コンピュータエミュレータは今後アルゴリズムを改良し超並列にすることにより実用的

な暗号機能を実現することの可能性を示したものであり、量子コンピュータの研究に対し

重要な評価基準を与えるもので、量子コンピュータ研究に与えるインパクトは大きい。 

 共鳴エージェントによる連想システム、狭チャネルMOS電界効果トランジスタやシリコン

細線の研究成果も実用性が高く技術的インパクトが大きい。 

 

平成１１年度チーム 

 小田チーム： 

 本研究チーム成果の戦略目標「ネオ･シリコン創製に向けた構造制御と機能探索」及び科

学技術への大きな貢献は下記の３点に要約することができる。 

① 粒径 3-5nm のナノ結晶シリコンドットを間隔 1-2nm に制御して配列して作成する新

材料「ネオシリコン」を提案し、VHF パルス･プラズマ法、ラジカル窒化法等によりネ

オ･シリコンの作成、構造制御技術をかくりつしたこと。 
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 ② ネオシリコンが従来の結晶シリコンやアモルファスシリコンと異なる物性を示すこ

とを近接したドット間の量子力学的相互作用や、ポイント･コンタクト特性から実証し、

バリスティック電子放出、特にフォノンの局在と量子化によるバリスティック輸送の存

在を証明したこと。 

 ③ ネオ･シリコンを使用してフルカラー平面ディスプレイ素子、超低消費電力不揮発性

情報記録素子、室温単電子デバイス、ナノメカニカル不揮発性メモリ素子、の提案と原

理検証をおこなったこと。 

北川チーム： 

① 光励起三重項状態を用いた動的核偏極法の偏極増大機構を解明し、三重項電子スピ

ンとほぼ同程度の 70％という究極的な核スピン偏極を達成し、分子量子コンピュータ

の物理的初期化の可能性を開いたこと。 

② 半導体結晶で光ポンピング法によって 35％という理論限界の７割に到達する高偏

極を達成し、結晶量子コンピュータの物理的初期化の可能性をあきらかにしたこと。 

③ 多光子を用いた量子計算機の研究は量子計算機の一つの方向を示すものであり、線

形光学阻止を用いた量子位相ゲートの理論的検討、制御ノットゲート実現をおこなっ

たこと。 

④ 不確定性原理によりシングル・スピン量子ビット系に関する物理的制約をあきらか

にしたこと。 

中野チーム： 

 本研究チーム成果の戦略目標「人工光物性に基づく新しい光子制御デバイス」及び科学

技術への大きな貢献は下記の４点に要約することができる。 

① MOVPE におけるマスクの影響の実験的検証と結晶成長モデルの作成により、MOVPE 技

術の発展に大きな貢献をし、更に多層構造作成の際の界面急峻性を改善する MOVPE 法を

確立したこと。  

② 磁性半導体として(InGaMn)As 系の研究より InGaAs中に MnAsのナノ粒子析出の確認

とそれによる磁気光学的特性の研究。 

      ③ 量子井戸電界吸収光非線形性を利用した全光論理デバイス、多重量子井戸サブバン

ド間遷移全光スイッチ、全光論理ゲート、全光フリップ フロップ、半導体能動導波型光

アイソレータの実現。 

⑤ オプティカルファイバーの特性を生かした増幅器、フィルタ、レーザの実現等。 

中村(新)チーム： 

下記の科学的、技術的インパクトの大きい成果を得ている。 

① 半金属/半導体へテロ構造については希土類原料の開発・精製技術を確立し、希土類

化合物のMOVPE成長に使用する新しい原料の合成法を考案、実証したこと。 

② 希土類原料の精製と装置の改良によりEr-P結合が主となる岩塩型Er-P層を安定に成

長させることに成功し、サブMLから数MLの極薄膜の成長制御と十数MLの平坦な膜成

長を可能にしたこと。 
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③ 金属ナノ粒子については、量子サイズ効果が出現する金ナノクラスターの合成・選

別とその３次光学非線形性の増大に成功したこと。 

④ 走査トンネル顕微鏡などを駆使したナノスケールの評価により半導体量子ドットの

形状・サイズとギャップエネルギーの相関、半導体量子ドットの仕事関数の測定、

InGaAs／InPへテロ界面の 表面観察法の確立、タイプⅡ量子井戸のバンドアライメ

ントの２次元マッピングに成功したこと。 

覧具チーム： 

  波束制御エンジニアリング、即ち光波の位相制御をし、この物質内の量子波束に転写

し、またこれを読み出すという基本概念自身が特許出願されていることから明らかなよう

に、本チームの独創によるものであり、科学的、技術的インパクトは大きい。特に 

① Ti サファイアフェムト秒レーザに液晶光変調器を用いた位相変調器、周波数分解光ゲ

ート法を用いた位相解析器を組み合わせたフィードバック制御システムにより 0,8µm

帯および 1.1～1.6µm 可変波長光源、実用的なチャープ可変装置、偏光分割サニャッ

ク干渉計、ラピッドスキャン型マルチチャンネル波束測定装置を考案、完成したこと。 

② アト秒精度での分子核波束の生成、制御検出を行い、振動固有状態間に生ずる Ramsey

振動の位相のずれを観測したこと、更に物質内の量子波束を利用した光位相敏感メモ

リーの発展の可能性を明示したこと。 

③ 光位相による光電子波束の制御において、４次、５次の interferogram を初めて観測

したこと。 

 

平成１２年度チーム 

鈴木チーム 

新しい材料の開発によってスピン注入ＭＲＡＭの応用に見通しがつけられたことは大きな成果

である。その他スピンダイオード、これによるマイクロ波発生、スピンポンピング、スピン流の分離と

その基礎研究など、本研究の成果をベースに応用研究、新しいスピン物性に関する基礎研究な

ど新しい展開が期待できる。下記はその中でも特筆すべきものを列挙したもので、いずれも

世界で初めて報告された独創的な成果である。 

① スピン依存トンネル効果を大きくするためにトンネル構造、特にトンネル絶縁膜と電極との界面

の凹凸や、トンネル絶縁膜の特性のゆらぎの影響を実験的、理論的に明らかにした。その結果、

トンネル絶縁膜をアモルファスＡｌ2Ｏ3 より単結晶ＭｇＯに変えることにより１３０％を超えるトンネル

抵抗比と２００ps 以下の高速でのスピン注入による磁化反転の実証。 

② スピン注入磁化反転を実験的に検証するために高品質なナノ・ピラー素子の作製技術を確立

し、スピン注入効率を増大させるためにスピン反転抵抗による拡散伝導の２電流モデルの提案。 

③ スピン依存共鳴トンネル効果、スピントルク・ダイオード効果と此れによるマイクロ波の発生、スピ

ンポンピング効果の発見。 

④ 非局所手法を用いて電荷流とスピン流を分離し、スピン流のみによる磁化反転の誘起に成功 

⑤  ＳＴＭ、conductive－ＡＦＭ、ＩＥＴＳ（Inelastic Electron Tunneling Spectroscopy）を用いたトン
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ネル接合の界面評価技術の確立。 

中村（和）チーム 

本チームでは相関フォトン源、量子縺れ合い状態にあるフォトンを利用した量子中継器

やフォトン検出器の研究等を行い、 

①高絡み合いパルス光子対源、光子対を利用したプロセストモグラフィーによるゲート評

価法の開発、真空ゆらぎに感度のある測定の実証、近赤外単一量子ドットの励起子分光評

価技術の開発、相対エントロピーに基づく絡み合い定量化、高次元の絡み合い回復可能条

件の理論、単一光子１５０km 伝送実証の成功。 

②高効率ＰＣファイバを用い、量子絡み合い光子対光源開発。 

③３光子量子絡み合いＷ状態の高効率生成に成功し、伝令光子信号を用いた Quantum Key 

Distributor の実証。 

④強度変調による新しい光通信量子暗号の考案。 

⑤量子通信路符号化、量子情報源符号化の原理検証、シャノンの理論限界を超える実証、

実験。通信波長光子数識別器の市販の半導体素子を用いた実現。 

を行い、 遠距離の量子中継を可能にするための要素技術の研究を行った。 

 野田チーム 

研究代表者が世界に先駆けて実現に成功した完全３次元フォトニック結晶に様々な発

光体や人為欠陥を導入し、フォトニック結晶による究極の光制御の可能性を実証すること、

３次元結晶に比べ、より簡便に作製でき、早い時期に世に出すことが期待できる２次元フ

ォトニック結晶による光制御の可能性を検討することについて、世界の学会をリードする

独創的な成果を多く出しているが、下記はその中でも特筆すべきものである。 

①３次元フォトニック結晶の作製技術においてキーとなる基板融着条件を理論的にも検討し、熱

膨張係数の差に基づく歪みが融着可能面積を決めていることを明らかにし、低温長時間加熱と

基板薄膜化プロセスが重要であることを明らかにした。 

②完全３次元結晶に発光体と欠陥を導入し、完全結晶部においては自然光放出が抑制され、 

欠陥部では逆に発光現象が起こることを世界に先駆けて実証。 

③３次元結晶に線欠陥導波路を導入し光の伝播現象を世界最初に実現。 

④２次元フォトニック結晶を用いたレーザの室温発振の成功。 

⑤欠陥による光操作機能を明らかにし、ナノデバイス実現に成功。特に明確なＡＤＤ/ＤＲＯＰ 

動作の実証に成功 

⑥新概念「面内へテロ構造」を提唱し、更にナノ共振器Ｑ値増大の指針を示すと共に世界最大の

光閉じ込め効果の実証に成功 

⑦slow light & dispersion management の応用。 

⑧当初予期していなかった新展開の中、特に価値ある成果は下記の如きものである 

(a)２次元フォトニック結晶による自然放出光の抑制と再配分効果の発見 

(b)面内へテロ構造と光制御。光子の操作効率を飛躍的に増大できることを実証 

(c)高Ｑ値ナノ共振器の実現：ガウス型光閉じ込めによりＱ値が増大できることを理論的に予測し、
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さらに共振器端部の空気孔のチューニング、ダブルへテロ構造、更にはマルチ・ステップ構造に

より１００万に近いＱ値の実現に成功。 

 花村チーム 

本チームはペロブスカイト遷移金属酸化物という魅力的な物質系をとりあげ，その光学特性，

特に発光特性と非線形光学特性に焦点をしぼり，光エレクトロニクスへの応用を目指し独創的・挑

戦的研究を行なった。 

①特にベロブスカイト遷移金属酸化物の基礎的物性、就中反強磁性ドメインと強誘電性ドメインの

絡み合いやスピネルにおける発光の高効率化などいずれも世界で初めて報告された独創的な

成果である。 

②また材料面では多種類のベロブスカイト型酸化物について種々のドーピング物質を含む結晶

を作製し、その光学的性質について探索的研究を行ったこと、新しい蛍光体の探索においては高

い発光効率、新しい機構による蓄光体を発見したことは優れた研究成果である。 

 

９．２ 「電子・光子等の機能制御」研究領域としての成果のまとめ 

  前記の各研究チームの研究成果は「電子・光子等の機能制御」研究領域としての成果

としては以下の３研究成果に大きく纏めることができる。 

① 電子の機能制御：新電子材料の研究とそれによる新デバイスの研究 

  伊原(代行：田中)チームの研究により（１）90K動作が可能な（Cux,Tl１-x）

Ba2Ca2Cu3Oy(TlCu-1223)の薄膜の薄膜作製技術の確立、（２）130K以上の超伝導転移温度（Tc）

をもつバルクのTlCu-1223の開発とTc向上の機構解明、（３）多層型高温超伝導体の科学

の構築が行われた。鈴木チームは（１）単結晶ＭｇＯトンネル絶縁膜をに変えることにより１３０％

を超えるトンネル抵抗比と２００ps以下の高速でのスピン注入による磁化反転を実証、（２）非局所

手法を用いて電荷流とスピン流を分離し、スピン流のみによる磁化反転の誘起に成功、（３）スピン

依存共鳴トンネル効果、スピントルク・ダイオード効果と此れによるマイクロ波の発生、スピンポンピ

ング効果の発見等spintronicsの進歩、発展に大きな貢献をした。小田チームはナノ・シリ

コン粒子より成る新材料を開拓し、（１）ナノ結晶シリコン粒子の径制御の数値目標を達

成、（２）近接したシリコンナノ粒子間の電子の量子力学的相互作用の観測に成功、（３）

ネオ･シリコンよりの電子放出の効率の改善、安定化に成果を挙げ、（４）ディスプレイ･

デバイスの実証、単電子デバイスで室温でのクーロン・ブロッケードの観測、ナノメカニ

カル・メモリー素子の提案と、その原理検証を行った。川原田チームは（１）ダイヤモン

ド表面の原子、分子吸着による電子的特性制御技術の研究を展開し、（２）超高周波、高

出力電界効果トランジスタがダイアモンドを実現し、（３）ダイアモンドpn接合の形成に

成功、（４）pHセンサ、バイオセンサ、化学センサを実現するなどダイアモンドのセンサ

への応用を見出すなどダイアモンド・エレクトロニクスを開拓した。。    

これ等の研究はいずれも新電子材料技術とそれによる新デバイスの研究として、大きな

成果を挙げたもので、本研究領域での研究成果の３本柱の一つとして纏められる。 

 ② 光子の機能制御：新オプトエレクトロニック材料とそれによる新デバイスの研究 
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花村チームはペロブスカイト型および関連する構造を持つ遷移金属酸化物の特性を活かした光

エレクトロニクス用の材料の開発を行い、（１）ペロブスカイト遷移金属酸化物結晶における新しい

光物性、強誘電体の domain wall に磁性体の Block wall が絡み合っている構造の発見と解明およ

びその評価方法など科学的インパクトが高い成果が得られている。またペロブスカイト遷移金属酸

化物に係わる探索的研究は新しい蛍光材料の開発など、光エレクトロニクス材料の観点から充分

にアピールする価値を持っており、有望な数多くの材料を開発した。また超放射の問題について

は理論的、実験的両面での進展があり、今後への方針がやや明確になった。 これらは今後のこ

の分野の研究、実用化に大きなインパクトを与えたものと思われる。 

中村（新）チームにおいては、金属ナノ粒子-絶縁体複合材料作製の研究においては、（１）

金ナノクラスターの合成・選別とその３次光学非線形性の増大化、（２）高密度ナノ粒子

材料の非線形性増大化に関する研究では、ナノ粒子間相互作用による非線形性の増大の発

見、（３）３次光学非線形性の超高速時間応答の研究では、金属ナノ粒子のサイズとマト

リックス材料の選択により超高速応答が得られることを明らかにする等金属微粒子を含

む新しいオプトエレクトロニクス材料を開拓し、その非線形光学材料としての評価を行な

った。中野チームは（１）人工光物性を実現するためのⅢ―Ⅴ族化合物半導体の単原子層

MOVPE技術や集積プロセス技術及びTCADの作成、（２）MnAsをGaAs中に分散させた磁性半導

体の研究とスピン光機能デバイスへの展開、（３）光ディジタルエレクトロニクスの基本デバイ

スである全光論理ゲート、全光フリップ ブロック半導体光アイソレータの実現、（４）４次の光非線

型性を用いて超短光パルスの発生、超高帯域パラメトリック利得の実証、高効率・広帯域光ファイ

バ波長変換器、超高帯域高密度光ファイバグレーテイング等、全光ディジタル・システムの実現を

目指した材料及びデバイスの研究が行なわれた。野田チームにおいては（１）２次元及び３次元

フォトニック結晶作成技術の確立、（２）フォトニック結晶の特性を利用したフォトンの

自然放出の抑制、（３）フォトニック結晶の特性を利用してモード制御された面発光レー

ザの実現、（４）フォトニック結晶への人為的欠陥導入によるフォトンの捕獲や放出、（５）

フォトニック結晶中へのヘテロ構造の導入による分波機能の発現、（６）100万にも及ぶ超

高Ｑナノキャビティの実現等世界の学会をリードする研究成果が発表された。覧具チーム

においては（１）超短光パルスの内部位相を制御するために位相制御フェムト秒光パルス

光源、位相制御デバイスの実現、（２）フェムト秒光位相検出分光技術の確立、（３）半導

体ナノ構造の設計、製作、評価、（４）凝集系での量子波束の生成、検出、（５）アト秒精

度の分子核波束の生成、制御、検出、分子の内部量子状態を用いた光位相敏感メモリーの

提案と実証が行なわれた。 

これ等はいずれも新オプトエレクトロニック材料とそれによる新デバイスの研究とし

て優れた研究成果であり、本研究領域での研究成果の３本柱の一つとして纏められる。 

③ 量子情報処理の為の電子・光子等の機能制御 

本研究領域に於いては冒頭に記載した如く究極的には新しい「信号の発生、増幅、処理、

変換等の機能を発現させるためのデバイス、回路、システム」の実現に展開していく「電

子、光子等の機能制御」の研究を目指したので、そこで対象とされる信号の取り扱いは古
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典的なものだけではなく、信号の量子中継や量子コンピュウティング等の量子情報処理も

当然含まれる。したがって量子情報処理のためのデバイス、回路、システム実現に役立つ

ことが期待される電子、光子等の機能制御は本研究領域として重要な研究分野で、下記の

５研究チームの主要研究内容は本研究分野の範疇に属するものである。即ち平山チームに

於いては半導体中の様々なキャリア相関、さらにはそのコヒーレント制御の基礎研究を遂

行し、その中から将来の画期的な半導体デバイスコンセプトに繋がるような相関現象をピ

ックアップすることを目標に研究が進められ、（１）二層系におけるキヤリア相関（スピ

ン状態に依存した量子ホール強磁性）、（２）ヘテロ構造における電子スピン-核スピン相関

の発見、（３）また半導体超格子におけるテラヘルツ利得の確認、（４）量子ドットの電子

スピン状態の制御による新しい近藤効果の発見、（５）非対称結合量子ドットの単一電子伝

導におけるパウリ則の検証と単一電子スピン読み出しの提案、（６）量子ドット中の核スピ

ン結合の制御と核スピンメモリ動作の確認等の国際的に一級の研究成果を得た。青柳チー

ムでは量子相関機能を用いた新しいナノエレクトロニクスの為の固体デバイスを機能面と

それに適した材料プロセスの開発という観点から探索することを目的として、量子相関機

能の も具体的な応用として量子コンピューティングデバイスを念頭に置き、そこで重要

となる新機能としての量子状態のコヒーレントな操作を量子ドットを用いて行うことに研

究の焦点が絞られた。その結果、（１）励起子型量子ビットの形成と時間領域でのラビ振動

の観測、（２）カーボンナノチューブによる２重結合電荷型量子ビットの作成、（３）カー

ボンナノチューブ量子ビットを用いて単一スピンの磁場によるゼーマン分裂２準位系の形

成に成功した。北川チームにおいては分子や結晶の核スピンを用いて量子ビットを実現す

るため、（１）光ポンピングにより電子スピンを用いて核スピンの初期化を行なうための具

体的な手法を開発し、ペンタゼン分子で 70％、InP で 35％のスピン偏極率を得、（２）光子

を用いた量子コンピュータの実験的研究、（３）不確定性原理によるシングル・スピン量子

ビット系に関する物理的制約を理論的に明らかにした。鳳チームに於いては量子効果を用

いた新たなコンピューティングパラダイムを、シリコン VLSI 技術により現実に目に見える

形で実証することを目標として、（１）量子コンピュータのアルゴリズムの重要な点を取り

込んでシリコン大規模集積回路を用いて 75 qbit に相当する量子コンピュータエミュレー

タを試作し、20 bit の因数分解を約６秒で実行できることに成功し、量子コンピュータの

今後の研究に対し重要な技術的判断基準を与えたこと、（２）共鳴エージェントを用いた簡

便、且つ効率の良い連想システムを実現し、その実用性の高いことを実証することに成功

した。中村（和）チームは量子エンタングルメントが、暗号通信の分野で実際に有用に機能する

ことを実証し、かつ今後のこの分野の研究を確立するための研究を行った。今後中継なしの通信

システムとしての具体的応用は勿論、分光学や物性研究の手段の提供など色々な分野に応用さ

れるであろうという意味でも価値ある多くの研究成果を出しているが、下記はその中でも特筆すべ

きものである。 

①ＰＣファイバーを使用した高効率の量子絡み合い光子対光源の作成、 

 ②強度変調による解読不能と考えられる光通信量子暗号の考案、 
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 ③シャノンの古典的通信容量の限界を超える実験を光量子符号化により実証、 

④単一光子の１５０km伝送の成功。 

これ等はいずれも量子情報処理の為の科学的、技術的研究として優れた研究成果であり、

本研究領域での研究成果の３本柱の一つとして纏められる。 

 

９．３ 本研究領域終了後の発展 

本戦略的創造研究の推進により優れた研究成果が得られただけではなく、各研究チーム

に於いて研究基盤が充実、整備されたことは我が国における基礎研究を推進する上で極め

て大きな貢献である。5年間に１チーム当り約４億円から 8億円の研究費が投入されたこと

により、特に研究代表者の研究グループに於いては研究設備、施設の点で充実しただけで

はなく、当該研究機関の内外を通じた研究体制も含めた人的充実は、特に従来国際的に見

て劣等といわれてきた日本の大学の研究体制、能力を国際水準に引き上げるもので、その

効果は計り知れないほど大きい。このことは本研究領域における研究終了後、科学研究費

補助金は勿論のこと当科学技術振興機構や他の省庁や研究助成機関から以下に示す如く研

究資金を獲得できていることからも明らかである。 
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９．４ 量子コンピューティング及び量子情報処理に関する国際会議 

 

前記の如く本研究領域における主要研究分野の一

つが広義の量子情報処理の科学、技術に役立つ「電子、

光子等の機能制御」であったので、本研究領域も含め

当科学技術振興機構では幾つかの量子コンピューテ

ィング及び量子情報処理に関する研究プロジェクト

が進行している状況に鑑み、科学技術振興機構として

この分野での国際会議を開催することが望ましいこ

とを研究総括個人として科学技術振興機構に進言し

た。幸いにしてこの進言は採択され、菅野研究総括が

実行委員会の委員長を務め 

“ The 10th JST International Symposium, 
Quantum Computing –Nano-Science & 
Technology for Implementation of Quantum 

Computers－” 
として平成１４年３月１２日から１４日にわたり科学技術未来館で成功裡に開催する

ことが出来た。発表論文数は 口頭発表：２５件、ポスター発表：２８件、参加者数：310
名であった。 
 口頭発表及びポスター発表のプログラムを添付資料６に示す。 
 
１０．総合所見 
１０．１ 統合的な研究戦略策定の必要性 

幾つかの戦略目標の下で活動した各研究領域で得られた研究成果を組織化して、統合的

に体系付けた研究計画の策定が本戦略的創造研究推進事業の成果を高めるために必要で

ある。 

例えば量子情報処理、量子コンピューテイングに関わる要素科学、技術の研究が本研究

領域でも取り上げられ、種々の可能性の探求が行なわれているが、他の研究領域や制度で

も関連した研究が行なわれている。例としては 

１．量子情報処理システムの実現を目指した新技術の創出  （CREST） 山本 喜久  

２．新しい物理現象や動作原理に基づくﾅﾉ･ﾃﾞﾊﾞｲｽ･ｼｽﾃﾑの創製 (CREST) 梶村 皓二   

３．情報社会を支える新しい高性能情報処理技術      （CREST） 田中 英彦 

４．量子と情報                （さきがけ個人型）  細谷 暁夫 

５．ナノと物性                （さきがけ個人型）  神谷 武志 

が挙げられるが、将来これ等の研究成果を統合していくメカニズムをつくることが本戦略

的創造研究推進事業の成果を高める上で有効であると考えられる。 
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１０．２ 感想、その他    

戦略的創造（基礎）研究における研究総括の役割も平成 10 年当時は「研究総括が研究費

の配分に関し科学技術振興事業団からの相談に与ること、及び個々の研究の実施について、

研究進捗状況の把握およびその調整、研究者に対する助言を行なうこと」と科学技術振興

事業団からの募集案内に明示されていたが、平成 16 年度、平成 17 年度の募集案内では「研

究は研究総括のマネージメントのもとに推進される」、「研究総括が研究領域をバーチャル

ラボとして運営」するとの科学技術振興機構の方針が示された。戦略的創造（基礎）研究

の如き多額の研究資金を投入して行なう研究の場合、その研究の運営方法、したがって研

究総括の役割も経験の蓄積、社会情勢の変化により変化していくことは当然であるが、研

究総括が「研究領域をバーチャルラボとして運営し、研究は研究総括のマネージメントの

もとに推進される」とした場合には、研究課題の提案の採択もそのような観点で行なわれ

るであろうし、採択課題の研究実施に関しても研究総括の責任が重くなるので、例えば研

究代表者の所属機関或いは部署の変更により研究遂行が困難な事態になったときの責任の

所在、対処方法などについて明確な規程を定めておく必要があると思われる。              

（以上） 
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領域評価用資料 添付資料（ＣＲＥＳＴタイプ） 

研究領域「電子・光子等の機能制御」 
 
 
 
１．研究課題選考における書類審査記入表---------------------------------------２ 
２．研究課題選考におけるピアレビュー評価表-----------------------------------３ 

３．研究領域運営実施状況-----------------------------------------------------６ 
４．プレ中間評価表-----------------------------------------------------------８ 
５．終了報告書要約----------------------------------------------------------１１ 
６．量子コンピューティング及び量子情報処理に関する国際会議のプログラム------１３ 
７．応募件数・採択件数------------------------------------------------------１５ 
８．主要業績----------------------------------------------------------------１５ 
９．受賞等------------------------------------------------------------------２４ 
１０． シンポジウム等------------------------------------------------------２５ 
１１． その他重要事項（新聞・雑誌・テレビ等）------------------------------２５ 
１２． 当日持参資料--------------------------------------------------------２７ 
１３． 中間評価および事後評価結果 

中間評価 

・平成 10 年度採択チーム(青柳、伊原、川原田、平山、鳳チーム)-------------２７ 

  ・平成 11 年度採択チーム(小田、北川、中野、中村(新)、覧具チーム)---------３４ 

  ・平成 12 年度採択チーム(鈴木、中村(和)、野田、花村チーム)---------------４３ 

事後評価 

・平成 10 年度採択チーム(青柳、伊原、川原田、平山、鳳チーム)-------------５０ 

  ・平成 11 年度採択チーム(小田、北川、中野、中村(新)、覧具チーム)---------６５ 

  ・平成 12 年度採択チーム(鈴木、中村(和)、野田、花村チーム)---------------８０ 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成１８年３月１８日 
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１．研究課題選考における書類審査記入表 
 



 3
 
 

２．研究課題選考におけるピアレビュー評価表 
①本研究の性格（いずれかに○印をつけ所定欄にご記入下さい。２つ以上にまたがっても結構です） 
  (a)電子・光子等の機能制御に関する科学的研究 
       研究内容の簡単な説明 
 
 
 
 
  (b)電子・光子等の機能制御のデバイス、システムへの展開の研究 
       研究内容の簡単な説明 
 
 
 
 
  (c)その他 
       研究内容の簡単な説明 
 
 
 
 
 
②独創性（いずれかに○印をつけ、所定欄にご記入下さい） 
  (a)研究の基本になっている発想は提案者自身によるものである 
       基本発想の独創的な点をご説明下さい 
 
 
 
 
   
 
(b)研究の基本になっている発想は提案者自身のものではないが、本研究を実施することにより有

意義な成果が得られることが期待される 
基本発想は誰により行われたか、本研究の実施により得られることが期待される科

学的、技術的意義を具体的にご記入下さい 
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  (c)独創性もなく、本研究を実施しても意義ある成果は得られない。 
 
 
 
 
③研究内容の戦略性、具体的成果の可能性（それぞれについてコメントをご記入下さい） 
 (a)研究内容の戦略性 
 
 
 
 
 (b)個々の研究グループにおける研究の戦略性 
 
 
 
  

(c)5 年後具体的な研究成果が得られる可能性について 
 
 
 
 
④国内外における類似の研究の実施状況（いずれかに○印をつけ、所定欄にご記入下さい） 
  (a)国内外において類似の研究は行われておらず先導的研究である 
  (b)国内外において類似の研究が行われている 
       類似研究を行っている研究者名、研究機関、国名 
 
 
 
 
   (b.1)しかし、本研究を実施することに意義がある 
 
 
 
 
   (b.2)本研究を実施することには意義がない 
 
 
 
 

２．研究課題選考におけるピアレビュー評価表（続き） 
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⑤研究代表者の研究推進能力、業績、国際的評価（いずれかに○印をつけ、所定欄にご記入下さい） 
  (a)極めて高い  (b)高い  (c)普通  (d)やや低い  (e)低い 
       判断された根拠 
 
 
 
 
 
⑥研究組織（いずれかに○印をつけ、所定欄にご記入下さい） 
  (a)研究実施場所が同一機関もしくは地理的に近く、研究組織としてまとまって活動することが

期待される 
  (b)研究実施場所は同一機関もしくは地理的に近いが、研究組織としてまとまっていない 
  (c)研究実施場所は地理的に離れているが、研究組織としてまとまって活動することが期待でき

る 
  (d)研究実施場所が地理的に離れており、研究組織としてもまとまっていない 
 コメント： 
 
 
 
 
 
 
⑦ 総合評価 
     上記の評価を踏まえ、本事業について優れている点、価値、問題点等について総合的なコメ

ントをお書き下さい 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．研究課題選考におけるピアレビュー評価表（続き） 
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４．プレ中間評価表 
研究代表者 「        」 

研究課題名 「        」 

Ｉ．研究の進捗状況と今後の見込み 

（該当するものに１つ○を付け、そう思われる理由(ポイント)をご記入下さい） 

１．当初の研究計画から見た進捗状況や達成度等はどうか 

 Ａ進んでいる Ｂ比較的進んでいる Ｃ普通 Ｄやや遅れている Ｅ遅れている 

[その理由] 

 

 

 

 

 

２．新たな方向性や方針変更等、当初計画では想定されていなかった新たな展開が生

じたか 

 Ａ望ましい展開となった Ｂどちらともいえない Ｃ望ましくない展開となった 

[その理由] 

 

 

 

 

 

 

３．国内外の類似研究と比較してレベルや重要度はどうか 

 Ａ高い Ｂ比較的高い Ｃ普通 Ｄやや低い Ｅ低い 

[その理由] 

 

 

 

 

 

 

４．研究の体制・遂行は適当か 

 Ａ妥当 Ｂ比較的妥当 Ｃ普通 Ｄやや不適当 Ｅ不適当 

[その理由] 
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５．研究費の使い方は適当か 

 Ａ妥当 Ｂ比較的妥当 Ｃ普通 Ｄやや不適当 Ｅ不適当 

[その理由] 

 

 

 

 

 

６．研究の今後の進め方はどうか 

 Ａ妥当 Ｂ比較的妥当 Ｃ普通 Ｄやや不適当 Ｅ不適当 

[その理由] 

 

 

 

 

 

Ⅱ．研究成果の現状と今後の見込み 

（該当するものに１つ○を付け、そう思われる理由(ポイント)をご記入下さい） 

１．現状で成果が出ているかどうか 

 Ａ出ている Ｂ比較的出ている Ｃ普通 Ｄあまり出ていない Ｅ出ていない 

[どのような成果によりそう判断されますか] 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．成果の科学的・技術的インパクトはどうか 

 Ａ高い Ｂ比較的高い Ｃ普通 Ｄやや低い Ｅ低い 

[その理由] 

 

 

 

４．プレ中間評価表（続き） 
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３．今後成果として見込まれるものがあるかどうか 

Ａ期待できる Ｂ比較的期待できる Ｃ普通 Ｄあまり期待できない Ｅ期待できない 

[その理由] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ．その他特記すべき事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ．総合的評価 

４．プレ中間評価表（続き） 
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５．終了報告書要約 

                   終了報告書要約 

研究代表者： 

研究課題名： 

 

 以下の項目に従い 終報告書の内容をＡ４用紙６枚程度に要約してください。 

 

Ｉ 研究成果の状況 

１． 研究計画(新展開も含む)の達成度の自己評価： 

   チーム全体およびサブテーマ毎、そして新展開・追加サブテーマ毎にａ自己評価内容を下

記記号で、さらにｂその様に評価する理由を簡潔に記載して下さい。 

Ａ 100～81％、Ｂ 80～61％、Ｃ 60～41％、Ｄ 40～21％、Ｅ 20～０％ 

1.1 チーム全体として  

1.2 サブテーマ毎 

1.3 当初予期していなかった新展開・追加サブテーマ毎 

 

２． 外部発表、特許出願、技術移転、起業化に対し該当するするａ自己評価内容を下記記号で、 

さらにｂその様に評価する理由を簡潔に記載して下さい。 

    Ａ 妥当、Ｂ 比較的妥当、Ｃ 普通、Ｄ やや不満足、Ｄ 不満足            

2.1 チーム全体として 

2.2 サブテーマ毎( １-1.2 と 1.3 のサブテーマと同じ) 

 

 

 

Ⅱ 得られた研究成果の戦略目標、科学技術への貢献 

１．得られた研究成果の科学的、技術的意義に対する自己評価 

   チーム全体およびサブテーマ毎にａ自己評価内容を下記記号で、さらにｂその様に評価す

る理由を簡潔に記載して下さい。 

   Ａ 高い、Ｂ 比較的高い、Ｃ 普通、Ｄ やや低い、Ｅ 低い 

1.1 チーム全体として                  

1.2 サブテーマ毎( １-1.2 と 1.3 のサブテーマと同じ) 

 

２－１．国内外の類似の研究成果と比較した研究成果の水準(技術レベルの比較)に対しａ自己評

価内容を下記記号で、さらにｂその様に評価する理由を簡潔に記載して下さい。 

    Ａ 高い、Ｂ 比較的高い、Ｃ 普通、Ｄ やや低い、Ｅ 低い 

2.1.1 チーム全体として                  

2.1.2 サブテーマ毎( １-1.2 と 1.3 のサブテーマと同じ)  
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２－２．国内外の類似の研究成果と比較した研究成果の科学的、技術的重要度に対しａ自己評価

内容を下記記号で、さらにｂその様に評価する理由を簡潔に記載して下さい。 

   Ａ 高い、Ｂ 比較的高い、Ｃ 普通、Ｄ やや低い、Ｅ 低い 

2.2.1 チーム全体として                   

2.2.2 サブテーマ毎( １-1.2 と 1.3 のサブテーマと同じ)  

  

３．今後の展開見込み、科学・技術や社会への波及効果についてａ自己評価内容を下記記号で、 

さらにｂその様に評価する理由を簡潔に記載して下さい。 

  Ａ 期待できる、Ｂ 比較的期待できる、Ｃ 普通、Ｄ 余り期待できない、Ｅ 期待でき

ない 

3.1 チーム全体として                    

3.2 サブテーマ毎( １-1.2 と 1.3 のサブテーマと同じ)  

 

Ⅲ 研究の進め方について 

１． 研究の体制、遂行状況に対しａ自己評価内容を下記記号で、さらにｂその様に評価する理

由を 

簡潔に記載して下さい。 

     Ａ 適当、Ｂ 比較的適当、Ｃ 普通、Ｄ やや不満足、Ｄ 不満足 

1.1 チーム全体として                     

1.2 サブテーマ毎( １-1.2 と 1.3 のサブテーマと同じ)  

 

２． チーム全体としての研究活動に対するサブテーマ担当の各グループの寄与に対しａ自己評

価内容を下記記号で、さらにｂその様に評価する理由を簡潔に記載して下さい。 

    Ａ 大きい、Ｂ 比較的大きい、Ｃ 普通、Ｄ 小さい、Ｄ ほとんど無い 

2.1 サブテーマ毎( １-1.2 と 1.3 のサブテーマと同じ)  

 

３． 研究費の額、使用の自由度に対しａ自己評価内容を下記記号で、さらにｂその様に評価す

る理由を簡潔に記載して下さい。 

    Ａ 妥当、Ｂ 比較的妥当、Ｃ 普通、Ｄ やや不満足、Ｄ 不満足            

3.1 チーム全体として 

3.2 サブテーマ毎( １-1.2 と 1.3 のサブテーマと同じ)  

 

 

Ⅳ その他特記すべき事項 

 

 

 

５．終了報告書要約（続き） 
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６．量子コンピューティング及び量子情報処理に関する国際会議のプログラム 
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６．量子コンピューティング及び量子情報処理に関する国際会議のプログラム(続き) 
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７．応募件数・採択件数 

 
採択年度 応募件数 ピアレビュー件数 面接件数 採択件数 

平成１０年度 １１６ １３ １０ ５ 

平成１１年度 ７９ ２８ ６ ５ 

平成１２年度 ６３ ３０ ６ ４ 

採択件数合計 １４ 

 

８．主要業績 
８-1．英文論文発表のチーム別、年度別推移 

 

     年度      

 チーム名 １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ 合計 

青柳 0 29 30 35 24 20     138 

伊原 0 4 16 17 16 32   85 

川原田 0 7 14 21 25 27   94 

平山 0 19 34 66 56 33   208 

10 年

度チ

ーム 

鳳 0 6 4 10 10 12   42 

小田   3 21 23 24 25 3   99 

北川  1 7 11 20 20 20  79 

中野  2 23 29 13 32 7  106 

中村新  6 7 13 8 20 12  66 

11 年

度チ

ーム 

覧具   0 3 3 7 8 4   25 

鈴木   1 21 19 15 30 36 122 

中村和   4 28 28 24 26 20 130 

野田   4 24 24 29 28 18 127 

12 年

度チ

ーム 

花村     13 19 8 8 6 13 67 

 小計 0 77 181 320 282 305 136 87 1388 
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8-2 国内特許出願チーム別年度別推移 

     年度      

 チーム名 １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ 合計

青柳      1 1    2 

伊原 1  4 2 1 1   9 

川原田  1 1  3  1  6 

平山     1    1 

10 年

度チ

ーム 

鳳   1 1 4 1   7 

小田    3 2 1    6 

北川    1 1  1  3 

中野  3 4 3 1    11 

中村新   1  1    2 

11 年

度チ

ーム 

覧具      2 3 1 1  7 

鈴木    2 1  1  4 

中村和       1  1 

野田    8 11 13 12 2 46 

12 年

度チ

ーム 

花村      1 4 5 1 2 13 

 小計 1 4 14 23 33 21 18 4 118 

 

8-3 主要論文３編 

青柳チーム（平成１０年度採択） 
(1)K. Ishibashi, M. Suzuki, T. Ida and Y. Aoyagi: "Formation of coupled quantum dots in 
single-wall carbon nanotubes", Appl. Phys. Lett. 79 (12)1864-1866 (2001). 
カーボンナノチューブで２重結合量子ドットの形成に世界で初めて成功した。本成果は、高温で

動作する電荷型量子ビット実現へ向けた第１歩である。 
(2)H. Kamada, H.Gotoh and J. Temmyo, T. Takagahara and H. Ando, "Exciton Rabi 
Oscillation in Single Quantum Dot", Phys. Rev. Lett. 87, 246401 (2001). 
自己組織化方で作製した InGaAs 単一量子ドットにおいて、励起子のコヒーレント振動を初めて

観測に成功した、と同時に、励起子型量子ビットにとって重要な位相緩和時間を求めることがで

きた。本成果は励起子型量子ビットの実現とその操作に成功した点で、新しい量子コンピューテ

ィングデバイスの可能性を示した点で重要である。 
(3)K. Matsumoto, S. Kinoshita, Y. Gotoh, K. Kurachi, T. Kamimura, M. Maeda, K. Sakamoto, 
M. Kuwahara, N. Atoda and Y. Awano, "Single Electron Transistor with Ultra-High Coulomb 
Energy of 5000K Using Position Controlled Grown Carbon Nanotube as Channel", Jpn.J. 
Appl. Phys. Vol.42, Part  1, No.4B, p.2415-2418 (2003) 
カーボンナノチューブはその微細性のために、先端リソグラフィーでは実現が困難なサイズのナ

ノデバイス Building Block として期待できる。本成果では、単電子デバイスや量子コンピューテ
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ィングデバイス、特に電荷型量子ビット、で重要となる読みとりデバイスとしての単電子トラン

ジスタを室温で動作させることに初めて成功した。 
 
伊原チーム（平成１０年度採択） 
(1)http://dx.doi.org/10.1088/0953-2048/16/5/102 
A simple test for high Jc and low Rs superconducting thin films, A. Sundaresan et. al., 
 Supercond. Sci. Technol. 16 (May 2003) L23-L24. 
マイクロ波フィルターの 90K 動作を可能にできる（Cux,Tl1-x）Ba2Ca2Cu3Oy(TlCu-1223)の薄

膜の薄膜作製技術と簡便な評価法を確立した。良質の膜は、液体窒素中から、Nd-Fe-B 磁石（0.5T)
の磁石で、釣り上げることのできるほ、ピニングの強い膜であった。また釣り上げることのでき

る膜は、臨界電流密度が 1MA/cm2 を越えており、表面抵抗も 240µΩ（77K,10GHz)程度である

が、釣り上げることのできない膜は、臨界電流は 1 桁低く、表面抵抗も一桁以上高かった。永久

磁石に釣り上げによる、臨界電流の評価は、簡便で迅速な新しい評価法である。 
(2)http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.63.064508 
Tl valence change and Tc enhancement (>130 K) in (Cu,Tl)Ba2Ca2Cu3Oy due to nitrogen 
annealing,  K. Tanaka et. al., Phys. Rev. B 63 (January 2001) 064508. 
130K 以上の超伝導転移温度（Tc）をもつバルクの TlCu-1223 の開発と Tc 向上の機構解明を行っ

た。いままで、Hg-1223 以外では、130K を越える Tc を持つ超伝導体はなかったが、TlCu-1223
の Tc は Hg-1223 の世界 高記録である 135K に次ぐものである。この系では、酸素濃度、Tl の
価数変化が関係した複雑なアニール依存性が Tc などに見られる。 
(3)http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.64.064515 
 Unusual magnetic and superconducting characteristics in multilayered high-T-c cuprates: 
Cu-63 NMR study, H. Kotegawa et. al., Phys.Rev. B 64 (Aug. 2001)064515. 
プロジェクトで発見した多層型高温超伝導体の科学のうちのひとつの典型例として、多層系にお

ける”二つの Tc”の存在と、複数の CuO2 面の間のドーピングレベルの差の関係を議論した。NMR
の実験から、電荷供給層に近い CuO2 面（OP）と電荷供給層から遠い CuO2 面（IP)間のホール

濃度差は、ドーピングや、CuO2 面の数を増加すればするほど増加し、ある一定の値を超えると、

本来の Tc 以下に、もうひとつ”二つめの Tc”（Tc2)が観測されるようになる。これは、多層型高温

超伝導体特有の現象の一つである。 
 
川原田チーム（平成１０年度採択） 

(1)M. Tachiki, H. Seo, T. Banno, Y. Sumikawa, H. Umezawa, H. Kawarada "Fabrication of 

Single-Hole Transistors on Hydrogenated Diamond Surface using Atomic Force Microscope", 

Appl. Phys. Lett., 81, 2854-2856 (2002). 

AFM(原子間力顕微鏡：Atomic Force Microscope)による電解支援酸化プロセスを用いたナノファ

ブリケーションによりダイヤモンド上に単正孔トランジスタを作製した。表面改質によるトラン

ジスタで、世界で初めて液体窒素温度 77K において単正孔トランジスタに特徴的な特性であるク

ーロン振動特性を観測し、その動作を確認している。低消費電力、高集積化の可能な単電子デバ

イスをダイヤモンドで作製した点が評価される。 
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(2)K. S. Song, M. Degawa, Y. Nakamura, H. Kanazawa, H. Umezawa, H. Kawarada "Surface modified 

Diamond Field-Effect Transistors for Enzyme Immobilized Biosensor", Jpn. J. Appl. Phys. 

(Express Letter), 43, L814-817 (2004). 

部分的にアミノ基で表面改質されたダイヤモンド基板を用いて尿素および糖センサを作製した生

体適合性のある炭素系半導体では世界初の論文である。表面を pH 感応性があるアミノ終端に改質

した。尿素ないし糖はチャネルに固定している酵素の触媒作用によりアンモニアと炭酸あるいは

グルコンネートとプロトンにそれぞれ分解され、チャネル上の pH が変化し、それを尿素あるいは

糖として検出する。作製はシリコンの酵素センサ(ENFET)より簡単であり、FET のチャネル上の保

護膜の必要がないのでシグナルが直接に高感度で検出される。電解質溶液 FET を用いた DNA セン

サや蛋白質センサへの発展が期待される。 

(3)H. Matsudaira, S. Miyamoto, H. Ishizaka, H. Umezawa, H. Kawarada "Over 20 GHz Cut-Off 

Frequency Deep Sub-micron Gate Diamond MISFET", IEEE Elect. Dev. Lett., 25, 480-482 (2004). 

ダイヤモンド FET において世界 高の相互コンダクタンス 165mS/mm, 高の遮断周波数 23GHz

（いずれも当時）を達成したことを報告した論文である。これによりダイヤモンド FET はサブミ

クロン領域においても高い性能が示されたことになる。これは他のワイドギャップ半導体である

SiC を上回る遮断周波数でありダイヤモンドが高周波デバイスとして実用レベルに達したといえ

る。またダイヤモンド中のキャリアの速度についても議論していおり、限界値とされる 1×107cm/s

の半分の 0.5×106cm/s に達し，ダイヤモンド FET の微細プロセスの成熟度を表している。 
 
平山チーム（平成１０年度採択） 
(1)Fujisawa T., Austing D. G., Tokura Y., Hirayama Y. & Tarucha S. Allowed and forbidden 
transitions in artificial hydrogen and helium atoms, Nature 419, 278-281 (2002). 
量子ドットにおいて電子 1 個のダイナミクスを測定する電気的ポンプ・プローブ法を確立し、量

子ドット中の電子緩和を測定した。測定結果はスピンフリップを伴う緩和が非常に長くなること

を示し、量子ドット中の電子スピンが周囲から良く隔離されていることを世界に先駆け確認した。 
(2)Yamamoto T., Koashi M., Ozdemir S. K. & Imoto N. Experimental extraction of an 
entangled photon pair from two identically decohered pairs, Nature 421, 343 (2003). 
エンタングルメントの劣化の修復は量子情報処理に不可欠な技術である。この論文ではエンタン

グルメントが劣化した複数の光子ペアから元のエンタングルメントに復帰した一つのペアを抽出

するエンタングルメント抽出実験に世界で初めて成功した。 
(3)Hayashi T., Fujisawa T., Cheong H. D., Jeong Y. H. & Hirayama Y. Coherent manipulation 
of electric states in a double quantum dot Phys. Rev. Lett. 91, 226804 (2003). 
結合量子ドットにおいて電子がどちらのドットに存在するかを全電気的にコヒーレントに制御で

きることを世界で初めて実験的に示し、電子 1 個からなる電荷量子ビットが半導体量子ドットシ

ステムで実現できることを実証した。 
 
鳳チーム（平成１０年度採択） 
(1)Fujishima, M., Inai K., Kitasho, T. & Hoh, K., Large-Scale Emulation of Quantum 
Computing Based on Nonzero State Transitions, Japanese Journal of Applied Physics Vol. 43, 
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No. 4B, 2004, pp. 1690 1694 

確率振幅が非ゼロの基底のインデクスを用いて 139 量子ビットの量子計算を実行可能な量子イン

デクスプロセッサを試作し，ショアのアルゴリズムを用いた 16 ビットの因数分解が LSI 上で実

現可能であることを実証した. 
(2)Yagi, M & Shibata, T, An Image Representation Algorithm Compatible With 
Neural-Associative-Processor-Based Hardware Recognition Systems, IEEE Transaction on 
Neural Networks, 14, 1144-1161, 2003. 
量子共鳴現象等を利用した連想プロセッサのための柔軟な画像認識アルゴリズを開発した。

64×64 ピクセルの画像を認識の基本単位とし、方向性エッジ情報を抽出して 64 次元の特徴ベク

トルを生成することにより、手書きパターンのロバストな認識や専門医と同等の医用 X 線写真の

解析が可能になった。 
(3)Saitoh, M & Hiramoto, T, Extension of Coulomb Blockade Region by Quantum 
Confinement in the Ultrasmall Silicon Dot in a Single-Hole Transistor at Room Temperature, 
Applied Physics Letters, 84, 3172-3174, 2004. 
直径が 2nm 程度と極めて小さいシリコン量子ドットをもつ単正孔トランジスタの作製に成功し，

室温で電流山谷比が 40 を超える世界 大のクーロンブロッケード振動を得ることに成功した．ま

た，共鳴トンネルによる負性微分コンダクタンスも観測され，その山谷比は 11.8 に達する． 
 
小田チーム（平成１１年度採択） 
(1) S. Oda, "NeoSilicon materials and silicon nanodevices", Materials Science and Engineering 
B 101, 19-23 (2003) 
ネオシリコンの概念と特徴、技術的課題を明確にして、ネオシリコンの構造制御およびネオシリ

コンに特有な電子輸送、電子放出、光放出などの新機能について明らかにした。 
(2)K. Nishiguchi, X. Zhao and S. Oda, "Nanocrystalline silicon electron emitter with a high 
efficiency enhanced by a planarization technique", Journal of Applied Physics, 92(5), 
2748-2757 (2002). 
シリコンナノクリスタル積層構造にリン添加など種々の条件で熱処理を行い、平坦化高密度集積

化をおこなうことにより、効率５％の高効率電子放出素子の作製に成功した。 
(3)M. Khalafalla, H. Mizuta and Z.A.K. Durrani, "Coherent states in a coupled quantum dot 
nanocrystalline silicon transistor", Appl. Phys. Lett. 85, 2262-2264 (2004) 
極薄トンネル膜を介して強く結合した２重シリコンナノドットにおけるトンネル電流のクーロン

振動パターンを詳細に観察し、4.2K で電子の擬似分子状態を初めて観測した。 
 
北川チーム（平成１１年度採択） 
(1)Tsujino K., Hofmann H. F., Takeuchi S., & Sasaki K. Distinguishing Genuine Entangled 
Two-Photon-Polarization States from Independently Generated Pairs of Entangled Photons, 
Physical Review Letters 92, 153602, 2004 

複数光子の量子相関制御の実現にむけ、我々は２つの光子が同じ時空間を占有する「２光子状態」

と、もう一つの「２光子状態」間での量子もつれ合い状態の生成について、その厳密な検証方法
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を提案、実験的に初めて検証に成功した。 
(2)Kazuyuki Takeda, Kiyonori Takegoshi, Takehiko Terao, Dynamic nuclear polarization by 
electron spins in the photoexcited triplet state: I.Attainment of proton polarization of 0.7 at 
105 K in naphthalene 
磁場中のスピンは、磁場に対して平行あるいは反平行の状態を取り得る。物質中の巨視的な核ス

ピンの集合がこれらの状態を占有する割合は、熱平衡下でほぼ１：１であり、占有数の差すなわ

ち核スピン偏極は非常に小さく、これが核磁気共鳴（ＮＭＲ）分光法における低感度の原因にな

っている。動的核偏極（Dynamic Nuclear Polarization: ＤＮＰ）により常磁性電子が持つ大き

なスピン偏極を核スピン系に移動させ、ＮＭＲの感度を飛躍的に向上させることができる。われ

われは、光励起三重項電子スピンを用いたＤＮＰによって核スピン偏極を飛躍的に増大化させる

ことを試みた。ペンタセンをドープしたナフタレンの単結晶試料を用いてプロトンスピン偏極増

大実験を行い、温度 105 K および磁場 0.3T のもとで 0.7 のプロトンスピン偏極を達成した。この

値は 105 K、0.3 T における熱平衡プロトンスピン偏極の 210,000 倍であり、ペンタセンの三重項

電子スピン偏極と実質的に等しい。この結果は、得られたプロトンスピン偏極がペンタセンまで

達したことを意味している。 
(3)M. Ozawa, Conservative Quantum Computing, Phys. Rev. Lett. 89, 057902 (1-4)(2002). 
これまで、効率的な量子計算の実現を阻害するデコヒーレンスの存在がモデルによるのか、量子

力学の基本原理から不可避的に現れるのかは明らかではなかったが、この研究で、個々のモデル

によらずに基本演算の制御系と量子ビットの間の相互作用が満たす保存法則により、ある種の論

理演算に不可避的に現れることを明らかにし、不可避な誤り確率を与える公式を得た。 
 
中野チーム（平成１１年度採択） 
(1)Hiromasa Shimizu and Yoshiaki Nakano, "First demonstration of TE mode nonreciprocal 
propagation in an InGaAsP/InP active waveguide for an integratable optical isolator", 
Japanese Journal of Applied Physics, vol. 43, no. 12A, pt. 2 (Express Letter), pp. L1561-L1563, 
November 12, 2004. 
半導体光回路に集積化可能な，半導体ベースの光アイソレータを世界で初めて実現した．具体的

には，磁性金属によって誘起される非相反光吸収変化を利用して進行波と後退波の間に損失の差

をもたらし，進行波に対しては光増幅器構造によって損失を補償する形態をとる．20 世紀後半か

らの夢であった半導体レーザと光アイソレータの集積化を可能とする大きな成果と言える． 
(2)Mitsuru Takenaka, Maura Raburn, and Yoshiaki Nakano, "All-optical flip-flop multimode 
interference bistable laser diode", IEEE Photonics Technology Letters, vol. 17, no. 5, pp. 
968-970, May 2005. 
デジタルフォトニクスにおいて，組み合わせ論理回路を構成する全光論理ゲートと順序論理回路

を構成する全光フリップフロップは，二大構成要素と言える．本論文は後者に関し，集積化に適

し低電力で動作する世界初の能動多モード干渉結合器型全光フリップフロップを提案し，1.55µm
光通信波長帯素子の試作と特性評価を行った結果について初めて報告したものである． 
(3)S. Yamashita, Y. Inoue, K. Hsu, T. Kotake, H. Yaguchi, D. Tanaka, M. Jablonski, S. Y. Set, 
"5GHz pulsed fiber Fabry-Perot laser mode-locked using carbon nanotubes," IEEE Photonics 
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Technology Letters, vol.17, no.4, pp.750-752, Apr. 2005. 
デジタルフォトニクスにおけるクロックデバイスとして，カーボンナノチューブをモード同期素

子として用いることにより，全長 2cm・繰り返し周波数 5GHz という世界 小の受動モード同期

光ファイバレーザを実現した． 
 
中村(新)チーム（平成１１年度採択） 
(1)Y. Hamanaka, A. Nakamura, S. Omi, N. Del Fatti, F. Vallee, C. Flytzanis 

Ultrafast response of nonlinear refractive index of silver nanocrystals embedded in glass, 

Appl. Phys. Lett., 75(12), 1712-1714, 1999 

銀ナノ粒子/ガラス複合系の超高速カー型非線形光学応答とそのダイナミクスをフェムト秒レー

ザ分光により調べ、約 1.9ps で超高速応答する非線形誘電率、非線形屈折率の値を初めて明らか

にした。 

(2)I. Yamakawa, R. Oga, Y. Fujiwara, Y. Takeda, A. Nakamura 

Atomic-scale observation of interfacial roughness and As-P exchange in InGaAs/InP multiple 

quantum wells, Applied Physics Letters 84(22), 4436-4438, 2004 

断面走査トンネル顕微鏡を用いて InGaAs/InP 量子井戸の断面構造を観察し、原子スケールにお

ける界面揺らぎを明らかにした。界面揺らぎは As とＰ原子の置換によって起こることから、有機

金属気相エピタキシャル成長における成長中断時間を 30ｓ程度にすることによって、急峻な界面

が得られることがわかった。 

(3)J. Inoue, G. Bauer, L. W. Molenkamp, Physical Review 67(3), 033104, 2003 

拡散伝導領域にある２次元電子ガスの電気伝導度、スピン蓄積、スピンホール効果の定式化を線

形応答理論を用いて行った。印加バイアス電圧はスピン蓄積を誘起するが、電流はスピン偏極し

ないことを明らかにした。 
 
覧具チーム（平成１１年度採択） 
(1)Kazuhiko Misawa, Isao Matsuda, Naoyuki T. Hashimoto, and Roy Lang, “Wave packet 
engineering using a phase-programmable femtosecond optical source”, J. Mod. Opt., 51 
(16-18) 2685-2692(2004). 
超短光パルスの内部位相を制御することによって、単一の光パルスに複数ビットの情報を担わせ

ることにより、従来の時分割多重方式と周波数(波長)分割多重方式にかわる自由度の高い新しい通

信方式を提案した。そして、この基本原理を「波束制御エンジニアリング」と名付けた。（特許第

3643061 号） 
(2)Isao Matsuda, Kazuhiko Misawa, and Roy Lang, “Femtosecond chirp-variable apparatus 
using a chirped mirror pair for coherent quantum control”, Opt. Commun., 239, 181-186 
(2004) 
パルス内部位相制御としては、「チャープ」制御が応用上重要である。そこで、損傷しきい値が高

く高エネルギーパルスの使用が可能でコンパクトなフェムト秒チャープ可変装置を開発した。こ

の装置を用いて、有機分子中でのチャープ情報の復調に成功した。安定でしかも装置の大幅な小

型化を可能にするもので、複数の外部研究機関の要請に応じて技術提携を始めている。（特許第
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3569777 号） 
(3)Fumikazu Inuzuka, Kazuhiko Misawa, Kenichi Nishi, and Roy Lang, “Femtosecond 
time-resolved dispersion relation of complex nonlinear refractive index in semiconductor 
quantum wells”, Appl. Phys. Lett. 85, 3678 (2004) 
超短光パルスと媒質との相互作用により生じる光パルス内の非線形位相シフトをフェムト秒の時

間分解能で精度良く測定する方法として偏光分割フェムト秒サニャック型干渉計を開発した。こ

の装置を半導体量子井戸試料の非線形光学応答特性の測定に応用した。コンパクトな可搬型なの

で、領域内の他チームの要請に応じて共同研究にも供している。（特許第 3533651 号） 
 
鈴木チーム（平成１２年度採択） 
領域評価のための情報です。3 件とのことでしたが、1 件がまだアクセプトの状態なので 4 件送り

ます。場合によって 後の 3 番目または 4 番目の論文をカットしてください。 
(1)S. Yuasa, T. Nagahama and Y. Suzuki, "Spin-Polarized Resonant Tunneling in Magnetic 
Tunnel Junctions", SCIENCE, VOL 297, 12 JULY 2002, page 235-237. 
トンネル磁気抵抗効果を示す強磁性トンネル接合の電極を単結晶にし、さらにその表面に数原子

層からなる非磁性の伝干渉層を設けることにより、スピンに依存した共鳴トンネル現象が現れる

ことを発見した。この結果は共鳴トンネルスピントランジスタの原理の実証となった。 
(2)A. A. Tulapurkar, Y. Suzuki, A. Fukushima, H. Kubota, H. Maehara, K. Tsunekawa, 
D. D. Djayaprawira, N. Watanabe and S. Yuasa, "Spin-torque diode effect in magnetic tunnel 
junctions", Nature, Vol 438, 17 November 2005, page 339-342. 
巨大トンネル磁気抵抗効果を示す CoFeB/MgO/CoFeB 強磁性トンネル接合を 0.1µm 程度の楕円

断面を持つピラー状に加工し、マイクロ波を照射すると磁性層の強磁性共鳴周波数と照射したマ

イクロ波周波数が一致したときに直流電圧が発生する事を発見しスピントルクダイオード効果と

名づけた。スピントルクを利用したトランジスタ開発の基礎となると共に、スピントロニクス素

子のマイクロ波応用に道を開くものと考えられる。 
(3)T. Kimura, Y. Otani and J. Hamrle, “Switching magnetization of nano-scale ferromagnetic 
particle using non-local spin injection”, Phys. Rev. Lett., 96, 037201 (2006)   
これまで、スピン注入磁化反転はスピン偏極電流を用いて実現されてきた。本研究において初め

て非局所手法によりスピン偏極電流からスピン流のみを分離し、それを用いてスピントルクに起

因する磁化反転を引き起こすことに成功した。 
 
中村(和)チーム（平成１２年度採択） 
(1)Y. Nambu,K. Usami,Y. Tsuda,K. Matsumoto and K. Nakamura, Generation of 

polarization-entangled photon pairs in a cascade of two type-I crystals pumped by 

femtosecond pulses, Physical Review A66, 33816 (2002). 

２つのカスケードに配置されたタイプ I結晶をフェムト秒パルスで励起し、自発パラメトリック

下方変換によって偏光絡み合い光子対を生成した。励起パルスの直交偏光成分間に適当な時間遅

延を与えることにより絡み合いの度合いの高い光子対を得た。光子対は狭帯域フィルタによる事

後選択を行うことなしに高い 2光子干渉明瞭度と大きなコンカレンスを与えた。この結果は 2光
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子干渉振幅の時空依存性の解析において結晶の複屈折と群速度分散を正しく考慮することでよく

説明できる。このようなパルス光子対は時間的に強く局在しているので量子暗号や量子テレポー

テーション等種々の量子通信実験が実現できる。 

(2)H. Mikami, Y. Li, K. Fukuoka and T. Kobayashi, New high-efficiency source of a 

three-photon W state and its full characterization using quantum state tomography,  

Phys. Rev. Lett. 95 150404 4pages 2005 

非常に高い効率での３光子間の量子絡み合い状態の生成を可能にし、粒子間の絡み合い状態の量

子力学的評価に初めて成功した。今回、３光子間の量子絡み合い状態の一つである W 状態の

生成において、世界で初めてパラメトリック増幅の非線型光学過程を採用した。生成効率は

１秒間におよそ 1.45 個で、これは過去に別のグループにより行われた実験に比べて 40 倍以

上であり、また生成に要するレーザー光の強度は 10 分の 1 程度で済んだ。また、生成した状

態に対して量子状態のトモグラフィで評価する事により、得られた状態を完全に特定するこ

とに成功した。 

(3)M. Fujiwara, M. Takeoka, J. Mizuno and M. Sasaki, Exceeding classical capacity limit 

in quantum optical channel, Phys. Rev. Lett. 90, 167906 (2003). 

量子計算に基づく復号を行うことで、通信に用いる光子量を 2倍に増やしたときに伝送容量を 2

倍 以上に増やすことができるという超加法的量子符号化利得を実験的に実証し、シャノ ン限界

を超える新しい通信方式の可能性を示した。実際には光子数を倍に増やす代わりに光子の空間自

由度（光路数）を倍に増やし、その場合、必要な符号化・復号化回路は比較的簡単な光学素子で

構成できることを明らかにし、これを実現することに成功した。 

 
野田チーム（平成１２年度採択） 
(1) Noda S., Yokoyama M., Imada M., Chutinan A. and Mochizuki M., "Polarization Mode 
Control of Two-Dimensional Photonic Crystal Laser by Unit Cell Structure Design", Science, 
293, 1123-1125, 2001. 
フォトニック結晶を用いて、大面積で単一縦横モードかつ偏光まで制御した新しい概念のレーザ

の可能性を示した論文。通信・情報・加工等、様々な分野への応用が期待される。 
(2) Akahane Y., Asano T., Song B.S. and Noda S., "High-Q photonic nanocavity in a 
two-dimensional photonic crystal", Nature, 425, 944-947,  2003. 
世界 大の光閉じ込め効果をもつ光ナノ共振器の実現したもの。光を極微小域で閉じ込めるため

には逆に緩やかな光閉じ込めが重要であるという概念を提唱するとともに、共振器の端部に位置

する格子点をシフトするというユニークな方法により、波長程度のモード体積の共振器において、

Q=45,000 を達成した。 
(3) Ogawa S., Imada M., Yoshimoto S, Okano M. and Noda S., "Control of Light Emission by 
3D Photonic Crystals", Science, 305, 227-229, 2004.  
完全３次元フォトニック結晶を用いて、自然放出制御の可能性を初めて実証した論文。完全フォ

トニックバンドギャップ部においては発光現象が抑制され、人為的な欠陥を導入した部分では、

逆に発光が増強されるということを初めて示すことに成功した。 
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花村チーム（平成１２年度採択） 
(1)E. Matsubara, K. Inoue, and E. Hanamura, Phys. Rev. B72, 134101 (2005)，”Violation of Raman 

selection rules induced by two femtosecond laser pulses in KTaO3” 

量子常誘電体 KTaO3 に 2 本の fs レーザー光を照射して、ブリルアンゾーン（BZ）端点のフォノン

対を共鳴励起する。その結果 BZ 端点のフォノンの定在波が立ち、BZ 端点がΓ点に折り畳まれて、

その多段のラマン散乱を観測することに成功した。このモード同期された可視域全体を覆う単一

フォノンエネルギー間隙の信号光を重畳して、サブへムト秒パルス発生の可能性を示す。 

(2)S. Azuma, M. Sato, Y. Fujimaki, S. Uchida, Y. Tanabe, and E. Hanamura, Phys. Rev. B71, 014429 

(2005), “Optical response due to many magnons in α-Fe2O3” 

反強磁性ヘマタイトのブリルアンゾーン（BZ）端点の 2 つのマグノンが中赤外光で励起されるこ

とを発見した。ペロブスカイト型結晶と同様に、酸素イオンから鉄イオンへの電荷移動の行列要

素が大きく、2 マグノンの励起エネルギーは 1500cm-1、その吸収係数は 100cm-1 と大きくなること

が分った。更に、偏光特性とラマン散乱特性から、この 2 マグノン励起の微視的、および群論的

理解が可能となった。 

(3)D. Kan, T. Terashima, R. Kanda, A. Masuno, K. Tanaka, S. Chu, H. Kan, A. Ishizumi, Y. Kanemitsu, Y. 

Shimakawa, and M. Takano, Nature Materials 4, 816-819 (2005), “Blue-Light Emission at Room 

Temperature from Ar+-Irradiated SrTiO3” 

Ar+イオンビームを照射することで、酸素欠損をつくり、電子ドーピングした SrTiO3-δ単結晶が室

温で青色、低温で紫外領域の発光をすることを見いだし、その発光機構について考察した。 
 

9．受賞等 
受賞者名 賞の名称 授与者名 受賞日(時期) 
伊原 英雄 超伝導科学技術賞 未踏科学技術協会 99.4

〃 通商産業大臣賞 通商産業大臣 99.6
大串 秀世 文部科学大臣賞 文部科学大臣 01.4
樽茶 清悟 第 48 回仁科記念賞 仁科記念財団 02.11
藤澤 利正 サー・マーティン・ウッド賞 ﾐﾚﾆｱﾑ･ｻｲｴﾝｽ･ﾌｫｰﾗﾑ 03.11.25
柴田 直 The Takeda Techno-Entrepreneurship Award 武田財団 2001

平本 俊郎 丸文研究奨励賞 丸文研究交流財団 2000.3.9
小田 俊理 藤野研究賞 蔵前工業会 2002
田中 雅明 丸文研究奨励賞 丸文研究交流財団 2002.3

〃 日本 IBM 科学賞 日本 IBM(株) 2003.11
清水 大雅 リボンアウォード Materials Research Society 2004.12
宮﨑 照宣 第５回山崎貞一賞 材料科学技術振興財団 2005.11.18
小林 孝嘉 国際時間分解振動分光学会賞 振動分光学会 2005.5

〃 松尾財団学術賞受賞 松尾財団 2005.10
野田 進 櫻井健二郎記念賞 光協会 2002.12.5

〃 電子情報通信学会ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｿｻｲｴﾃｨ賞 電子情報通信学会 2004.9.22
〃 大阪科学賞 大阪科学技術センター 2004.11.1
〃 応用物理学会光量子ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ業績賞 応用物理学会 2005.3.29
〃 IEEE/LEOS Distinguished Lecture Award IEEE/LEOS 2005.10.24
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10．シンポジウム等 
シンポジウム名 日時 場所 入場者数 特記事項 

｢電子･光子等の機能制御｣

第１回シンポ 

H12.10.26 ＪＡホール 229 口頭発表：H10 年度研究代表者 5 名、

ポスター発表：全 14 チーム 63 件 

｢電子･光子等の機能制御｣

第２回シンポ 
H13.10.25 コクヨホール 283 口頭発表：H11 年度研究代表者 5 名、

ポスター発表：全 14 チーム 77 件 
｢電子･光子等の機能制御｣

第３回シンポ 
H14.10.25 〃 308 口頭発表：H12 年度研究代表者 4 名、

ポスター発表：全 14 チーム 88 件 
｢電子･光子等の機能制御｣

２００３年度シンポ 
H15.10.30～31 〃 297 終了口頭発表：H10 年度研究代表者、

共同研究者 5 チーム、ポスター発表：

全 14 チーム 90 件 
｢電子･光子等の機能制御｣

２００４年度シンポ 
H16.9.29～30 〃 207 終了口頭発表：H11 年度研究代表者、

共同研究者 5 チーム、ポスター発表：

全 9 チーム 85 件 
｢電子･光子等の機能制御｣

２００５年度シンポ 
H17.10.18～19 〃 167 終了口頭発表：H12 年度研究代表者、

共同研究者 4 チーム、ポスター発表：

全 4 チーム 49 件＋SORST の 3 チー

ム 15 件、合計 63 件 
 

11．その他重要事項（新聞・雑誌・テレビ等） 

(1)伊原チーム(H10 年度採択) 

・“In brief: Superconductors respond well to pressure”, Nature Publishing GroupのWebサイト（Materials 

update）Tc>130KのTl-1223の紹介記事（2002.4.25） 

(2)川原田チーム(H10年度採択) 

・日本工業新聞「『ダイヤ 素材として多彩な用途』表面のつくり分けで単電子デバイス開発」(2001.12.14) 

・日刊工業新聞「『ダイヤは究極の半導体』ブレークダウン電界 シリコンの３０倍 省エネ・高集積化を実現」 

(2001.12.27) 

(3)平山チーム(H10 年度採択) 

・日本経済新聞、「『電子の波』見えた」(2001.4.27) 

・日本工業新聞、「量子ドットで電子の波の性質 世界初、直接観察に成功」、日経、日本工業、科学新聞(2001.11.2) 

・「人工原子中の電子の振る舞いから量子コンピュータのメモリ応用の可能性を確認-電子スピン量子コンピュ

ータ実現へ一歩近づく-」、日本工業、日刊工業、日経産業新聞 (2002.9.19) 

・「エンタングルメント抽出実験に成功-量子情報処理の実現へさらに一歩近づく-」、朝日、日経、日刊工業、

日本工業、化学工業日報、科学新聞（2003.1.23） 

・日経産業新聞、「量子コンピューター基本素子に半導体使用 NTT 等回路の拡大容易に」(2003.8.12) 

(4)鳳チーム(H10 年度採択) 

・日経産業新聞、2003.10.23、「LSI が病状画像解析――歯科医の知識組み込む」 

・「シリコン単電子トランジスタを集積化 メモリードットを利用 東大生産研が成功」，日本工業新聞，2000.3.10. 

・「東大生産研の平本教授G ｼﾘｺﾝ細線で不揮発性ﾒﾓﾘ ﾅﾉ構造採用で高性能化」,日経先端技術,2002.12.9. 

(5)小田チーム(H11 年度採択) 

・日経先端技術、「東工大の小田教授Ｇ シリコン微粒子の粒径を 4nm に制御 単一電子デバイスの可能性も模

索」(2001.11.21) 

・ナノネットインタビュー、「ネオシリコン～超微粒子がシリコンの常識を変える～」(2003.3.4) 

・科学新聞、「量子コンピューターから曲げられる IC チップまで」 (2004.7.30) 

(6)北川チーム(H11 年度採択) 

・2002.1.26 放送 NHK 教育テレビ『サイエンスアイ･スペシャル』～ネットワールドの Future Technology～第 9

回「ネクスト・テクノロジー」、スピン型量子系コンピュータについて研究内容を一部紹介 
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・2004.4.14 朝日新聞、日経産業新聞、日刊工業新聞、高分解能 NMR マグネットで世界最高磁場を達成 

 －930ＭＨz 高分解能 NMR マグネットの稼働開始－ 

・2004.1.15 日経産業新聞 特集記事『プロデュース JAPAN』 第 7 回 ～「知」の限界を覆す者～ 

＜内容＞不確定性原理の新しい公式を発見した研究を紹介 

(7)覧具チーム(H11 年度採択) 

・｢わが国の基礎研究を支えるプロジェクト 科学技術振興機構戦略的創造研究推進事業-CREST 研究成果か

ら 52｣“光源・検出系を開発し位相制御/超高速通信,量子演算の基盤にも 『光･電子波束制御エンジニアリング』

研究代表者 覧具 博義氏”, 科学新聞 2003.12.19. 

・「分子にバーコード」分子研大森賢治教授、東京新聞、京都新聞他多数 2004.2.17. 

(8)鈴木チーム(H12 年度採択) 

・「新型高性能トンネル磁気抵抗素子を開発-超 Gbit 級 MRAM の実現に向けて道筋-」(2002.4.25) 

・「スピン偏極共鳴トンネル効果を発見-新機能素子（スピン・トランジスタ）の実現に向けて道筋-」(2002.7.11) 

 以上の２件、日刊工業、日経産業新聞他に掲載 

・「スピン注入磁気共鳴を利用したスピントルクダイオードを開発-高感度マイクロ波検波器としての応用が期待

される-」(2005.11.14)  朝日、読売、日刊工業、日経産業新聞 

(9)中村チーム(H12 年度採択) 

・日本工業新聞(2002.5.24)、「量子暗号用の光子受信感度 10 倍のシステム開発」 

・日本経済新聞（2004.3.12)、「世界最長の 150Km 単一光子伝送に成功」 

・日本経済新聞(2004.9.27)、「１００ｋｂｐｓの暗号鍵生成レートを実現」 

・日刊工業新聞（2005.9.8）、「量子もつれ合い効率生成」 

・科学新聞（2005.9.16）、「量子暗号開発へ一歩―小林東大教授ら成功―」 

・日本経済新聞(2003.5.25)､「太陽系外とも光通信可能 通総研 量子技術で実内実験 衛星探査範囲広がる」 

・日経産業新聞(2003.11.26)、「量子の手法活用情報を圧縮・復元 総務省が実験成功」 

・科学新聞(2003.12.5)、「通信総研 量子効果による情報圧縮操作 世界初の原理実証成功」 

・電波タイムズ(2003.12.1)、・記事「CRL が正解で初めて実証 量子情報源符号化」・コラム「記者席」「スタート

台に立った量子技術 量子暗号は 5 年以内に実用化」 

(10)野田チーム(H12 年度採択) 

・「新しい光ナノ材料「フォトニック結晶」を用いた新型レーザの開発」、日経、日経産業、日刊工業、京都新聞、

科学新聞(2001.8.10). 

・「面内ヘテロ・フォトニック結晶による光ナノデバイスの実現-極微小領域での自由自在な制御がいよいよ可能

に-」、毎日、日経、日本工業、日経産業、日刊工業、京都新聞、科学新聞(2003.6.6) 

・「フォトニック結晶を用いて世界最大の光閉じ込め効果を持つ光ナノ共振器の実現に成功-ナノレーザ、次世

代通信、光メモリー、バイオ、光チップ等の応用に道-」、読売、毎日、日本工業、日経産業、日刊工業、京都

新聞、科学新聞、化学工業日報(2003.10.30) 

・「完全３次元フォトニック結晶を用いて究極の発光制御に成功」、毎日、朝日、毎日、日経、日経産業、日刊工

業、京都新聞、科学新聞(2004.6.4) 

・「世界最大の光閉じ込め効果をもつ新しい光ナノ構造「光ダブルヘテロ構造」の開発-自身のもつ光閉じ込め

世界記録を大幅に更新、新しい情報・通信分野への展開が可能に-」、毎日、日経、日本工業、日経産業、日

刊工業、京都新聞、科学新聞(2005.2.15) 

・「発光素子の飛躍的な効率向上に向けて-その基本原理の実証に成功-」、読売、毎日、朝日、日経、日経産

業、日刊工業、京都新聞(2005.5.27) 

・Nature(2003.10.30)“Defective quality” (Ed Gerstner)、Science(2004.7.9)“Woodpiles for Photons” (U. 

Goesele)、Nature Materials(2003.12 月号)“Cavities without leaks” (Thomas F. Krauss) 

・NHK ニュース(2005.5.27)「フォトニック結晶で高効率光制御に成功」 

・日経先端技術、日経ナノテクノロジー、日経サイエンス、週刊ナノテク、日経エレクトロニクス、オプトロニクス、 

O plus E、Laser Focus World JAPAN 他に多数の記事が掲載。 
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12．当日持参資料 

 ・平成 10 年度、11 年度、12 年度 研究終了報告書 

・季刊発行英文ニュースレター(第１巻１号～第７巻３号(４号は編集中)) 

 ・領域シンポジウム予稿集(第１回～第６回) 

 

13．中間評価および事後評価結果 

 

Ｈ１０年度チーム 中間評価結果 

１．研究領域の概要 

電子や光子等の静的、動的特性を制御することで、新しい機能を発現しうる技術の可能性を

探索する研究を対象としている。具体的には、信号の発生、増幅、処理、変換等の信号処理機

能を発現させるための物理的、化学的メカニズムや、その実現に向けた技術的可能性の探索を

行う研究等含まれている。特に、界面を含む物質内部、表面における電子や光子等に関する量

子力学的現象の発見、解明、利用およびその具体化のための材料、構造作成技術の研究等が含

まれている。 

２．中間評価の概要 

２－１．評価の目的 

 研究課題毎に、研究の進捗状況や研究成果を把握し、これを基に研究計画の見直し、

適切な予算配分を行ない、研究運営の改善および事業団の支援体制の改善に資すること。 

２－２．評価対象研究代表者及び研究課題 

（１）青柳 克信（東京工業大学 大学院総合理工学研究科 教授） 

   量子相関機能のダイナミクス制御 

（２）伊原 英雄（産業技術総合研究所 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ研究部門 超伝導材料グループリー

ダー）（中間評価実施当時） 

   高性能高温超伝導材料の創製 

（３）川原田 洋（早稲田大学理工学部 電子・情報通信学科 教授） 

   表面吸着原子制御による極微細ダイヤモンドデバイス 

（４）平山 祥郎（ＮＴＴ物性科学基礎研究所 グループリーダー） 

   相関エレクトロニクス 

（５）鳳 紘一郎（東京大学 大学院新領域創成科学研究科 教授） 

   量子スケールデバイスのシステムインテグレーション 

２－３．中間評価会の実施時期 

平成１４年７月３１日   鳳研究チーム 
平成１４年８月２１日   川原田研究チーム 

平成１４年８月２２日   伊原研究チーム 
平成１４年８月２３日   平山研究チーム 

平成１４年８月２４日   青柳研究チーム 
２－４．評価方法 

   研究統括、研究アドバイザーが評価者を務め、予め研究チーム作成の報告資料に目を通し、
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研究課題ごとに評価者が研究代表者、主たる共同研究者にヒアリングを行ない、その後評価

者が各自独自に評価書を作成し、研究統括がそれらを纏め前評価者の合意を得た。 

２－５．評価項目及び基準 

（イ）研究の進捗状況と今後の見込み 

     ・当初の研究計画から見た進捗状況や達成度等はどうか 

     ・研究体制・遂行は適当か 

     ・研究の今後の進め方はどうか 

     ・その他 

（ロ）研究成果の現状と今後の見込み 

     ・現状で成果が出ているかどうか 

     ・今後見込まれる成果はあるかどうか 

     ・その他 

２－６．評価者 

研究統括 菅野 卓雄 学校法人東洋大学 理事長 

領域アドバイザー 

         青野 正和   大阪大学 大学院工学研究科精密科学専攻 教授    
池上 徹彦   会津大学 学長    
伊藤 良一   明治大学  理工学部 物理学科 教授   
川辺 光央   筑波大学  物理工学系 教授   
後藤 俊夫   名古屋大学  大学院工学研究科 研究科長   
坂本 統徳   産業技術総合研究所 国際部門 次長   
堀越 佳冶   早稲田大学理工学部  電機電子情報工学科 教授   

 

研究課題別中間評価結果(H10年度採択 青柳チーム) 

１．研究課題名：量子相関機能のダイナミクス制御 

２．研究代表者名：青柳 克信（東京工業大学 大学院総合理工学研究科 教授） 

３．研究概要 

  量子状態の相関（量子相関機能）を利用することにより量子コンピューテングデバイス（量

子ビット・量子ゲート）など新しいデバイス実現に必要な新物性を探索し、機能を実証すること

を目的とする。これまでいろいろな手法（リソグラフィー、走査プローブ、結晶成長、電子ビー

ム励起）および材料（GaAs, GaN, 金属、カーボンナノチューブ）で超微細・高品質量子ドットを

形成する技術を開発し、世界に先駆けてナノチューブ２重結合量子ドットや量子ドット内のコヒ

ーレントな励起子を実現できた。また、超微小化により室温動作も可能な量子ドット構造の形成

も可能となっている。 

４．中間評価結果 

４－１．研究の進捗状況と今後の見込み 

本研究チームは、固体デバイスを用いた量子状態のコヒーレント制御に関する研究が量子コン

ピューティングデバイスへの応用を目指して 近急激に研究が立ち上がりつつある中、主として

ハードの立場から多様な材料に目くばりをし、其の中でベストの方向を見出そうとしている点に
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特徴がある。構造・機能制御Ｇ（主として理研）、デバイス・回路設計Ｇ（主として北大）、構造

制御Ｇ（東工大）、多重化構造作製Ｇ（NTT 物性基礎研）、超微細構造作製Ｇ（産総研）の５グル

ープで展開され、国際的水準から見て極めて高いレベルの研究成果を出している。 

量子コンピュータデバイスの研究が量子ドットと単一電子トランジスタによるものと、量子波

回路を中心とするものと二つの方向になっているが、残された研究期間が２年間程度である事を

考慮すると一方に集中すべきと考えられる。また１グループ内でも複数のサブ・グループがあり

研究目標が分散している嫌いがあり、予算の細分化と研究方向の重点化に問題を生じないか危惧

される。今後２年間に目標達成の可能性の少ないサブ・グループの研究をいかにするか研究代表

者として決断すべき時期に来ている。 

４－２．研究成果の現状と今後の見込み 

 カーボンナノチューブによる単一量子ドット、結合ドットのクーロンダイヤモンドの確認、外

部電磁波による結合状態制御の理論的展開による制御NOTの可能性の予測、GaNによる単一電子ト

ランジスタの実現，量子デイスク構造でのエキシトンのラビ振動の観察、シリコン量子構造にお

ける負性微分コンダクタンスの観測、AB効果のパーマロイによる磁場増強の確認等世界をリード

する成果が得られている。固体量子コンピュータ実現の第一歩であるラビ振動の観測に成功した

ことは科学的に極めて価値の高い成果であり、半導体量子ドットで量子ゲート動作を実証した事

は応用面でも大きなインパクトを与えた。更にカーボンナノチューブによる量子ドットの作成、

結晶成長技術を用いた多重量子ドット構造の作成、GaNナノピラーの作成、カーボンナノチューブ

カンチレバーによる微細加工技術の確立は技術的に見てもインパクト大きい。カーボンナノチュ

ーブの利用、単一量子ドット、結合ドットの形成技術の改善と微細加工技術への応用、ワイドギ

ャップの特徴を利用したGaN量子ドット、InGaAs量子ドットによるq-bitの実現、これを結合量子

ドットへ展開し2 q-bit実現等が見込まれる。 

４－３．総合的評価 

カーボンナノチューブによる 2 重結合量子ドットの形成、量子ドット中のエキシトンによるラ

ビ振動の観測、カーボンナノチューブ単一電子トランジスタによる室温でのクーロンダイヤモン

ドの観測、結晶成長技術を用いた多重量子ドット構造の作成等既に国際的レベルにおいても極め

て高い成果が得られており、更に Anti-Dot を用いた電子スピンを利用する量子ドット等新しい展

開もあって極めて優れた成果が出ている。なかんずく半導体量子ドットでの量子ゲートの実証の

インパクトは大きく今後の制御 NOT ゲートの実証が大いに期待される。 

 しかしながら残り２年間の研究期間で も効果的な研究を行なうには如何にすべきか、研究体

制の見直しとチーム全体としての研究の戦略性について現時点で検討が行なわれるべきである。 

 

研究課題別中間評価結果(H10年度採択 伊原チーム) 

１．研究課題名： 高性能高温超伝導材料の創製 

２．研究代表者名：伊原 英雄（産業技術総合研究所 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ研究部門 超伝導材料グループ

リーダ） 

３．研究概要 

  本研究チームは、超伝導の３大特性である熱、電気、磁気のTc、Jc、Hirr特性が 高性能を有

する第３世代高温超伝導材料を創製することを目指している。従来のBi, Y系等の第１、第２世代
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高温超伝導材料を、物質の３基本要素である組成、結晶構造、電子構造から見直し、独自に発見

したCu-1234(CuBa2Ca3Cu4O12-y)及びCu-1223(CuBa2Ca2Cu3O10-y)系を基に、低超伝導異方性を指針とし

て 高性能高温超伝導材料の開発研究を行うものである。性能向上につながる選択オーバードー

プ現象、選択還元による均一 適ドープ現象、超伝導波動関数の変換現象等を見出し、これらを

活用し、現在この系でJc、Hirrにおいて７７Kでの 高値(20MA/cm2, 12T)を実現している。またTc

に関しても 高値に近い値(132 K)を実現している。 

４．中間評価結果 

４－１．研究の進捗状況と今後の見込み 

 材料系そのものが本研究チーム独自のもので、傑出した能力を有する研究者が結集しており、

今後この分野において果たす役割は大きい。材料作成技術の研究・開発は産総研のグループで一

括集中して行い、輸送特性の評価と理論計算を東理大の2つのグループで、NMRによる評価を阪大、

光電子分光による評価を鹿児島大、応用の可能性の探索を山形大のグループが担当し、夫々のグ

ループの役割は相補的で良く組織化されている。 

この材料は HiTc 材料として魅力的であるが、良質な単結晶薄膜の形成法に問題があった。本研

究の目標の一つはこの問題を解決することで、この点から評価すると進捗状況は充分とは言えな

い。本研究は 5 年間で実用可能な技術に到達する事は困難であるとおもわれるので、戦略的基礎

研究終了後の研究体制を考えておく必要がある。 

４－２．研究成果の現状と今後の見込み 

 結晶製作技術自体はそれほど進展していないが、Cu1234 系を始めとする CuO 多層系の超伝導メ

カニズムの理解、例えば第一原理計算による Cu1234 系の超伝導特性の理解、NMRによる構造解析、

Cu1234 の異方性の評価等が大幅に進んでいる。更にイオン照射による Jc 向上、ピニングの増強

による超伝導特性の改善を実現した。また多種多様の Cu 系試料を作成しホール効果およびその圧

力依存性から、現存する多くの HiTc 材料の中で Cu 系が特異なものである事を示した。また NMR

による Inner Plane、Outer Plane のキヤリア密度、Tc、γへの寄与を明らかにしたこと、高圧合

成、常圧合成試料における光電子スペクトルの差異から酸化還元プロセスのモデルを提案し、マ

イクロ波フィルタに使用した時の利点を見積もる等多くの成果が報告されている。 

スパッタリング法で所定の構造の超伝導材料が作成できるか否か今後技術的検討が必要である

が、成功すれば新材料設計・製作のブレークスルーになると期待される。低圧でのエピタキシャ

ル薄膜成長が成功するか否か本研究のキーであるのでスパッタリング以外にレーザアブレーショ

ン等、他の方法の応用も検討してみる価値があるのではないか。 

フィルタ応用で実用性を実証する事は非常に重要で、Cu1234系で実現できればインパクトは大

きい。 

４－３．総合的評価 

 Cu1234，CuTl1234 系という独創的な超伝導材料についてよく組織化された研究がおこなわれて

おり、超伝導材料として優れた特性のものが得られている。特にこの系において超伝導特性を伝

導特性、NMR、XPS、UPS 等により評価し、Inner Plane と Outer Plane の機能の分離をはじめて明

らかにした。これらの成果の超伝導科学への貢献は大きい。 

 物性評価の研究は進展しているが d+is 波の超伝導波動関数を有する超伝導材料は未だ実現さ

れていない。また、γに関しては Y 系よりも特性が下がる可能性も出てきた。材料作成技術、薄
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膜作成技術の更なる進展がのぞまれる。 

 

研究課題別中間評価結果(H10年度採択 川原田チーム) 

１．研究課題名：表面吸着原子制御による極微細ダイヤモンドデバイス 

２．研究代表者名：川原田 洋（早稲田大学理工学部 電子・情報通信学科 教授）    

３．研究概要 

ダイヤモンドは多くの優れた物性を有する究極の半導体として期待されるが、低抵抗のドーピ

ング技術がなく、能動デバイスの開発が遅れていた。本研究では、水素終端表面で生じる低抵抗

のp型伝導層に着目し、これを利用した表面チャネル型FETを多角的に発展させた。具体的には、

１）高品質のホモエピタキシャル表面を使用することにより、ハイパワーの高周波デバイスへ、

２）平坦表面のナノ改質により単正孔トランジスタ等の量子デバイスへ、３）強酸強塩基中でも

動作するFETからバイオセンサーへ、と多角的に応用可能である見通しを得た。   

４．中間評価結果 

４－１．研究の進捗状況と今後の見込み 

本研究チームは、ダイヤモンド微細デバイス（早大）、ダイヤモンド高品質結晶成長（産総研）、

ダイヤモンド表面終端構造制御（東大生研）、ダイヤモンド MIS デバイス（阪大）の４つのグルー

プから構成されている。結晶基礎、デバイス、表面物性の各分野がカバーされ、チーム全体とし

て良くまとまっている。 

ダイヤモンド薄膜のエピタキシャル成長、ダイヤモンド MISFET の研究は国内外において行われ

ているが、それらに比較して本研究チームのホモ・エピタキシャル成長ダイヤモンド膜の品質、

MESFET、MISFET の特性は世界 高レベルである。物性としても大変興味有るダイヤモンドの表面

終端現象を利用し、優れた特性を有するデバイス作成に成功している点は高く評価されるが、そ

の物理的機構の解明、デバイスの動作に関わる物理的メカニズムを明らかにする事に力を注ぐこ

とが期待される。今後もこの有機的な体制が維持、強化されチームとしての目標を更に明確にし

て成果を挙げられることを期待する。 

４－２．研究成果の現状と今後の見込み 

表面水素終端ダイヤモンドを表面チャネル型電界効果トランジスタの作成に使用できることを

実証し、高性能のデバイス作成に成功したこと、高品質ダイヤモンド膜形成、平坦なCaF2膜の作

成、作成方法の異なるダイヤモンド薄膜における水素の精度の高い定量など多くの優れた成果が

挙げられている。   

バルクの導電性制御の難しいダイヤモンドについて表面伝導に着目したのは慧眼で、今後他の

ワイド・ギャップ半導体のデバイス応用に対し先導的貢献を果たすことになると期待される。ダ

イヤモンド薄膜作成に関しては平坦化,高品質化のメカニズムが明らかになったことで今後実用

的なエピタキシャル技術の確立に大きな貢献をする事が見込まれる。Ir上のダイヤモンド薄膜成

長技術がさらに進歩すれば実用的なウエーハが供給できる可能性が有る。水素及び酸素表面終端

による化学的性質の違いを発見しており、この性質は今後有機分子や生体分子を含むナノ構造研

究に展開していく可能性が有る。高品質ダイヤモンド結晶膜、ゲート絶縁膜用CaF2膜を用いた高

出力MISFET、 MISFETが も実用に近いデバイスとして期待されるが、それらの高周波化、高温

動作、センサーへの展開、また単一正孔トランジスタの作成方法の高度化による実用化への進展
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も期待される。 

今後の進展の中でｎドーピングへのチャレンジにも期待したい。 

４－３．総合的評価 

本研究チームの様にダイヤモンドの材料技術から物性研究、デバイスへの展開までが、一グル

ープ内で行われることは研究の高効率化、指針の確立の上で極めて重要で、他に例も無くダイヤ

モンドのエレクトロニクスの応用について先導的貢献を果たしている。 

 ダイヤモンド表面状態の制御機構と表面チャネル内の電気伝導機構の研究は、相互に密接な関

連を有すると共にデバイスの高性能化、高信頼性かを実現して行く上で不可欠である。今後更に

これらの現象の解明がすすむことを期待する。 

 

研究課題別中間評価結果(H10年度採択 平山チーム) 

１．研究課題名：相関エレクトロニクス 

２．研究代表者名：平山 祥郎（ＮＴＴ物性科学基礎研究所 グループリーダー）    

３．研究概要 

この研究チームでは、キャリア相関が工学的にも大きな効果を生む可能性が有る半導体薄膜構

造、量子ドットを中心としたナノ構造について、構造作製、キャリア相関の測定と理解、評価技

術（ナノプローブ、THz電磁波）の研究を進め、バックゲートヘテロ構造、２層系のキャリア相関

の理解、量子ドットの物性理解（形状効果、スピン相関（近藤効果）、緩和時間測定）、サイク

ロトロン共鳴・THzによる評価、ナノプローブ（光ナノプローブ、高速ナノプローブ、半導体中電

子波の観測）、量子情報処理の基礎的な検討で世界をリードする極めて高いレベルの成果を多く

挙げている。  

４．中間評価結果 

４－１．研究の進捗状況と今後の見込み 

本研究チームは、薄膜・ナノ相関構造研究（NTT物性基礎研）、相関効果の磁場特性研究（東大）、

コヒーレンス評価（東大生研）、ナノ評価技術開発（産総研）、量子演算研究（総研大）の５つの

グループから構成されている。此れまでに半導体中の電子相関を明らかにし、従来知られていな

かった相互作用、即ち「相関」に関し多くの成果を出してきた。この成果により現時点では「エ

レクトロニクス」に発展できる素地が固まってきたと思われるので量子ビット実現の可能性や相

関を利用した新しいデバイスへの応用など「エレクトロニクス」にかかわる研究へも発展され、

本チームの研究題目である「相関エレクトロニクス」を確立する事が期待され、同時に基礎研究

とは言え権利化できる部分を抽出して特許にしておくことも必要である。 

薄膜・ナノ相関構造研究Ｇと相関効果の磁場特性研究Ｇとの連携は極めて良いが、研究期間の

後半は他のグループも含めて協力関係が強化される事が必要である。特に量子演算研究Ｇと実験

グループ間との連携に配慮する必要がある。 

４－２．研究成果の現状と今後の見込み 

本チームは世界をリードする極めて高いレベルでの成果を多く出している。即ち薄膜ナノ構造

作成、２次元２層電子系における相関現象、単一量子ドット、結合量子ドットにおける電子相関、

スピン相関の研究は世界のトップを行くものであり、超格子におけるブロッホ振動の実験、単一

光子による線形素子を使用したentanglement実現とpurificationの研究等もユニークである。 
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高品質半導体ナノ構造の作成、半導体へテロ構造や量子ドットでの核スピン、量子ドット内の

電子スピンを用いたq-bit、量子ドット内偶数電子での新しい近藤効果など半導体にかかわるスピ

ン科学に対し大きなインパクトを与えたとともに、技術的にはこれらの成果の量子コンピューテ

イングへの応用が期待される。結合量子ドット、結合量子細線等における量子相関は量子コンピ

ューテイング・デバイスとしての可能性を含んでおり今後の発展が期待される。また電子相関お

よびキヤリアー核スピン相関では緩和時間が長い事を見出しており、これがデコヒーレント時間

の長い事を意味するのであれば、そのインパクトは非常に大きい。確率的な過程も視野に入れた

半導体量子コンピュータのアーキテクチアの研究成果が今後期待される。更にTHｚ領域でのキヤ

リア相関、ナノプローブによるキヤリア相関のナノスケールでの可視化の研究も新しい成果が出

る事が見込まれる。 

４－３．総合的評価 

研究代表者が直接関与している薄膜・ナノ相関構造グループが中心になり全体として良くまと

まった研究体制がとられて居り、研究は当初計画通り順調に進行し非常に優れた成果を挙げてい

る。特に半導体へテロ接合や量子ドットにおける核スピン、電子スピンの特性、其れを用いたq-bit

の実現の可能性など半導体内の核スピン、電子スピンの関与する物性、応用の新しい分野を開拓

しており、今後の残りの期間に更に大きな成果が出ることが期待できると思われる。 

本研究グループが中心となって開催した国際会議CIM2001では本チームからはもとより外国より

もレベルの高い発表が行われ、本チームが世界的に認知されたグループである事を明示している。 

 

研究課題別中間評価結果(H10年度採択 鳳チーム) 

１．研究課題名：量子スケールデバイスのシステムインテグレーション 

２．研究代表者名：鳳 紘一郎（東京大学 大学院新領域創成科学研究科 教授）    

３．研究概要 

この研究チームでは、従来にない高速処理性能と人脳に近い柔軟な判断力を備えた情報処理シ

ステムを実現させるために、量子計算の原理を応用したシリコン高速プロセッサ（フラクタル量

子プロセッサ）と右脳的瞬時認識のできる共鳴型知的エージェントに電子クラスタによる大容量

機能メモリを装備し、量子ナノ細線デバイスを用いたプログラマブル結線によって極限的高密度

集積を狙うシステムが構想されている。これまでに個々の研究テーマについていずれも独創的な

成果が得られた上、今後それらの幾つかが相互協力した研究開発を行い、実際的なシステムを実

現させる方向づけも始まっている。   

４．中間評価結果 

４－１．研究の進捗状況と今後の見込み 

本研究チームは、フラクタル量子プロセッサ（東大）、共鳴型知的エージェント（東大）、電子

クラスターメモリ（東大生研）、電子場デバイス（産総研）の４つのグループから成り立っている。

フラクタル量子プロセッサ、共鳴型知的エージェントの発想、研究は国内外を通じて他に例が無

く、極めて独創的であり、且つ前者は他の並列計算システムと比較しても性能、ハードウエアの

点で優れていて重要度は高く、後者も確度の高いパターン認識技術として国際的に注目されてい

る。単電子トランジスタを始め電子クラスタメモリー関連の研究成果も国際学界で注目されてお

り、Si 量子細線を用いた電子場デバイスの研究もユニークな成果である。 
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 現時点では各グループの目標達成に全力を傾注すべきであるが、本事業による研究期間が5年間

であることに鑑み、研究成果がチームとしてまとまるように各グループの研究計画を立てること

が必要で、とくに電子場デバイスグループの研究活動は他のグループとの連繋を重視して行われ

ることを要請したい。 

４－２．研究成果の現状と今後の見込み 

特筆すべき研究成果としては 

・フラクタル量子プロセッサの提案により量子コンピュータと同等の演算効率を Si LSI を使用し

て実現する可能性を示し、且つ他の物理現象を用いた量子コンピュータの量子ビット数を増すこ

とが困難と予測される事に対する一つの解決策を与え、Si LSI を使用してそれを実証しようとし

ていること, 

・共鳴型知的エージェントによる高い確度を有するパターン技術を開発し、その実用性を確かめ

とともに新しい直観的認識を対象とする認識科学への道を拓いていること、 

・単電子トランジスタの室温動作や共鳴型特性の実現、フラッシュメモリーの多値化 

・Si 量子細線 及びそれにサイドゲートを付加する事による特性制御等が挙げられ、優れた研

究成果が生み出されている。 

今後フラクタル量子プロセッサとパターン認識を行う共鳴型知的エージェントについては試作

機によるデモンストレーションによりその重要性が社会的に認知されることが見込まれる。単電

子トランジスタによる共鳴特性が実用されれば単電子トランジスタを実際のシステムに応用した

初の例として大きな技術的インパクトを与えることが予測される。 

４－３．総合的評価 

本研究チームでは、｢量子スケールデバイス｣を、 

a. 量子力学的効果を用いたデバイス、 

b. 量子力学系と相似な動作で情報処理をするデバイス、 

c. 量子力学系を利用したものに比肩する情報処理性能を有するデバイス、 

等として概念的に明確にし、これらのデバイスを情報処理の新しいアルゴリズムまで含む高度の

システムに集積する事を｢量子スケールデバイスのシステムインテグレーション｣と規定すること

が現在までの研究成果に基づいて明示された。 

 今後現在までの研究を益々発展させ、研究代表者のリーダーシップのもとにチームとして纏ま

った研究成果を挙げられることを期待する。 

 

Ｈ１１年度チーム中間評価結果 

１．研究領域の概要 

電子や光子等の静的、動的特性を制御することで、新しい機能を発現しうる技術の可能性を

探索する研究を対象としている。具体的には、信号の発生、増幅、処理、変換等の信号処理機

能を発現させるための物理的、化学的メカニズムや、その実現に向けた技術的可能性の探索を

行う研究等含まれている。特に、界面を含む物質内部、表面における電子や光子等に関する量

子力学的現象の発見、解明、利用およびその具体化のための材料、構造作成技術の研究等が含

まれている。 

２．中間評価の概要 
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２－１．評価の目的 

 研究課題毎に、研究の進捗状況や研究成果を把握し、これを基に研究計画の見直し、

適切な予算配分を行ない、研究運営の改善および事業団の支援体制の改善に資すること。 

２－２．評価対象研究代表者及び研究課題 

（１）小田 俊理（東京工業大学 量子効果エレクトロニクス研究センター 教授） 

   ネオシリコン創製に向けた構造制御と機能探索 

（２）北川 勝浩（大阪大学大学院基礎工学研究科、助教授） 

   核スピンネットワーク量子コンピュータ 

（３）中野 義昭（東京大学 先端科学技術センター 教授） 

   人工光物性に基づく新しい光子制御デバイス 

（４）中村 新男（名古屋大学 工学研究科応用物理学専攻 教授） 

   ナノサイズ構造制御金属・半金属材料の超高速光機能 

（５）覧具 博義（東京農工大学 工学部物理システム工学科 教授） 

   光・電子波束制御エンジニアリング 

２－３．中間評価会の実施時期 

平成１４年７月４日    中村研究チーム 
平成１４年７月５日    北川研究チーム 

平成１４年７月１７日   小田研究チーム 
平成１４年８月５日    覧具研究チーム 

平成１４年８月６日    中野研究チーム 
２－４．評価方法 

   研究総括、研究アドバイザーが評価者を務め、予め研究チーム作成の報告資料に目を通し、

研究課題ごとに評価者が研究代表者、主たる共同研究者にヒアリングを行ない、その後評価

者が各自独自に中間評価票を作成し、研究総括がそれらをまとめ全評価者の合意を得た。 

２－５．評価項目及び基準 

（イ）研究の進捗状況と今後の見込み 

     ・当初の研究計画から見た進捗状況や達成度等はどうか 

     ・研究体制・遂行は適当か 

     ・研究の今後の進め方はどうか 

     ・その他 

（ロ）研究成果の現状と今後の見込み 

     ・現状で成果が出ているかどうか 

     ・今後見込まれる成果はあるかどうか 

     ・その他 

２－６．評価者 

研究総括 菅野 卓雄 学校法人東洋大学 理事長 

領域アドバイザー 

         青野 正和   大阪大学 大学院工学研究科精密科学専攻 教授    

池上 徹彦   会津大学 学長    



 36
 
 

伊藤 良一   明治大学 理工学部 物理学科 教授   

川辺 光央   物質・材料研究機構ナノマテリアル研究所 特別研究員   

後藤 俊夫   名古屋大学  大学院工学研究科 研究科長   

坂本 統徳   産業技術総合研究所 国際部門 次長   

堀越 佳冶   早稲田大学理工学部 電機電子情報工学科 教授   

 

研究課題別中間評価結果(H11年度採択 小田チーム) 

１．研究課題名：ネオシリコン創製に向けた構造制御と機能探索 

２．研究代表者名：小田 俊理（東京工業大学 量子効果エレクトロニクス研究センター、教授） 

３．研究概要 

 本研究チームではナノ結晶シリコンの粒径と粒子間隔を原子スケールで制御した「ネオシリコン」の機能

を明確にすることが研究のねらいとなっている。酸化の自己停止機構を利用しナノシリコン粒径を精度良

く制御することに成功している。種々のポイントコンタクト素子の電気特性を測定し、シリコンナノ構造およ

びナノ粒子間の特異な電子現象を観測している。発光特性についてもフォノン支援に依らない疑似直接

遷移型により発光効率が増大する現象を見いだした。「ネオシリコン」の素子応用については、弾道性電

子放出素子に絞り込むこととなった。 

４．中間評価結果 

４－１．研究の進捗状況と今後の見込み 

本研究チームは、ナノ結晶シリコンの粒径と粒子間隔を原子スケールで制御した「ネオシリコン」を新規

材料と位置付け、ポーラスシリコンも加え、新機能の発現と特性改善を目指すものである。分担・協力関

係が明確な研究グループ構成で、東工大を主体としたネオシリコン試料作製グループ、東京農工大を主

体とした発光・電子放出特性評価グループ、ケンブリッジ大キャベンディッシュ研を主体とした微細領域電

気特性評価グループ、日立ケンブリッジ研を主体とした少数電子・回路応用グループそして日立中研を

主体とした素子応用検討グループからなる。 

当初の計画に沿って順調に研究が進んでいると判断される優れた研究で、応用への出口を強く意識し

た上で基礎的な研究を進めている。シリコンにおける極微細構造の作製技術の確立とそのデバイス応用

（特にフラットパネルディスプレイ）、電子輸送現象の解明は応用の観点から高く評価できる。弾道電子放

出素子は科学的にも興味深く、且つ応用上もインパクトがある。 

４－２．研究成果の現状と今後の見込み 

ＶＨＦパルスプラズマ法でナノシリコン粒子径8nmまで直径制御に成功し、その制御性が高くなったこと

が大きなステップとなっている。ナノシリコンの電子輸送のかなり詳細な基礎研究が進んでおり、ナノシリコ

ンを用いた電子放出、特に弾道電子放出素子に関してきわめて高い電界放射の効率を得ているなど、か

なりの基礎的・応用開発的研究が進んだ。またポーラスシリコンの特性の安定化に成功しＥＬ発光の制御

性を改善したこともインパクトがある。 

加えてナノシリコンを用いた単電子トランジスタについても室温でクーロン振動観測など世界レベルの

成果が出ている。また、直径5nm以下のナノシリコン粒子においてフォノンを介在しない擬似的直接遷移

によるフォトルミネッセンスを観測しており興味深い結果である。そして光、電子の放出メカニズム、電子輸

送のメカニズムに関する考察も進んでおり心強い。 

応用に目を向けるならば、特にフラットパネルディスプレイ応用に関してインパクトが大きい。真空を必
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要としないナノ蛍光粒子とバリスティック素子構造を組み合わせた提案は興味あるものである。 

４－３．今後の研究に向けて 

研究スタートから２年余り経過した時点で問題点を整理し、新しい知見も含めて研究課題の絞込みをし、

ナノシリコン粒子の微小化と弾道電子放出素子に重点を置き集中的研究を行おうとしていることは適切で

ある。残 された期 間 でVHFパルスプラズマ法 でナノシリコン粒 子 の直 径 を5nmくらい、密 度 が5

×10１ ２/cm２以 上 の実 現 に全 力 を投 入 すべきではないであろうか？ それが可 能 となれば応

用 価 値 は格 段 に向 上 することが期 待 される。 

４－４．戦略目標に向けての展望 

特にナノシリコンを用いた電子放出、特に単純マトリクスによるBSD(Ballistic electron Surface emitting 

Device)への応用は、真空が不要であることもあり、技術的インパクトが大きい。ディスプレイの分野におけ

る技術的インパクトとしてはカーボンナノチューブが最も強力な相手となると考えられる。現状ではダイオ

ード電流を必要とする点で不利のように見えるが、ナノシリコンの方が製造上の柔軟性が高いと考えられ、

インパクトはかなり大きい。 

また電界放射についてなぜホットエレクトロンの散乱が少ないか、新しい問題を提起している。この問題

の解明により更に効率のよい電子放出素子が実現できる可能性がある。 

４－５．総合的評価 

ナノシリコンのデバイス応用とそれに伴う物理の理解は進みつつある。即ち、「ネオシリコン」における電

子輸送に関する理解が進んだ。一方、ホットエレクトロンの散乱や其の他の放出メカニズムに不明な点が

残っている。今後の研究の進展が期待される。 

また技術的にはポーラスシリコンの特性の安定化、ポーラスシリコンによる発光素子、電子放出素子の

効率向上に成功しており、「ネオシリコン」からの電子放出に関する研究は高い水準にある。発光素子、

不揮発性メモリーへの応用、特に電子放出素子としてディスプレイへの応用の展望が開けつつあり、高く

評価される。 

  

研究課題別中間評価結果(H11年度採択 北川チーム) 

１．研究課題名：核スピンネットワーク量子コンピュータ 

２．研究代表者名：北川 勝浩（大阪大学大学院基礎工学研究科、助教授） 

３．研究概要 

本研究チームは高分子や結晶の規則的に配列した多数の核スピンを量子ビットとして用いる多ビット

量子コンピュータの実現をめざしている。これまで量子ビットを増やしても資源が指数爆発しない方法を

研究し、物理的初期化（偏極）とアルゴリズム的な初期化（データ圧縮）によって、真の量子計算に到達可

能であることを見出した。光励起三重項状態を利用した動的核偏極法によって、単結晶で原理上最大の

偏極率70％を達成し、さらに粉体や半導体での偏極も実現した。分子では4-qubitまでの量子回路が自

在に組めており、結晶では量子計算に適した材料の探索・開発を行っている。 

４．中間評価結果 

４－１．研究の進捗状況と今後の見込み 

本研究チームは、分子量子コンピュータ（阪大）、核スピン偏極基礎（京大）、結晶量子コンピュータ

（物・材研機構）、光量子コンピュータ（北大）、量子コンピュータ理論（東北大）の５つのグループからなる。

分子系、結晶系、光子系について、それぞれ特徴を生かし、協力して量子コンピュータの可能性を検討
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している。特に核スピンの初期化技術に着目し、核スピンの初期化により従来不可能と考えられていた核

スピンをqubitとして用いた真の量子計算の可能性を示す研究として、国際的に見ても水準が高い。 

核スピン偏極方法としては優れた成果が上がっているので、これを量子コンピュータ実現に最適な材

料に対し早急に応用していく必要がある。たとえば、CdTeが有力候補であるならば、早急に結晶作製な

ど次の展開が望まれる。溶液、高分子ＮＭＲについては、材料の絞込みがまだ十分でない。量子コンピュ

ータ実験の基盤技術は取得されているので、次の段階に進む事が望まれる。 

４－２．研究成果の現状と今後の見込み 

少数qubitの量子計算法の確立、本当の量子計算を実現する初期化法の研究が進んでいる。具体的

には、物理的な初期化とアルゴリズム的初期化が計算資源の増大を抑制することを見出した点、これをフ

ッ素の核スピンを用いた４qubitシステムで部分的にデモンストレーションをしたこと、光励起三重項電子ス

ピンを利用した動的核偏極（DNP, Dynamic Nuclear Polarization）により核スピン偏極を飛躍的に向上さ

せたこと、など大きな成果が得られている。 

光子系ではテレポーテションの新しい利用法の提案があった。理論では個別の量子計算システムに適

用可能な量子ゲートの誤差率の計算の一般的取り扱いが示された。線形光学素子ではテレポーテーショ

ン量子位相ゲート、もつれ合った光子のフィルターなどの開発により新しい展開が期待できる。 

光励起三重項電子スピンからの偏極移動およびその実験技術は、初期化の点のみならず

NMR(Nuclear Magnetic Resonance)技術、学術的視点からもインパクトは大きい。 

４－３．今後の研究に向けて 

前半は立上げもあって止むを得ない面もあるが、横の連携が十分とはいえなかった。各グループで成

果も出始めているので、今後は連絡を密にすることが望まれる。若い人が多いので相互の意見交換によ

ってシナジー効果を期待したい。一方、理論グループの仕事は今後他の実験グループとの連携を強くす

る必要がある。 

今後の進め方として多数qubit化を念頭においた研究に集中すべきで、個々のグループの高い研究ポ

テンシャルを生かし、各グループ間の有機的な連携をより強化し、シナジー効果による新しい領域を拓く

ことを期待したい。 

４－４．戦略目標に向けての展望 

NMRの方法は真の量子計算ではないのではないかという最近の批判があるが、真の量子計算の実現

につながる核スピン初期化技術の確立により、分子系、固体系を問わず、核スピン量子コンピュータの実

現に大きく寄与すると考えられる。分子設計の最適化により、核スピンネットワークのqubitの増大をはかる

こと、固体系(ＣdＴe等)での実証が期待される。但しこれは他研究機関との共同研究を積極的に進めた方

が良い。 

光子による量子コンピュータでは新量子位相ゲート、もつれあった光子のみを通すフィルターなど新し

い展開も見られる。 

４－５．総合的評価 

少数qubitによる量子計算が自在にできるようになったことは評価できるが、qubitの数を増すという当初

計画が、事実上、手付かずにあるように見える。また量子コンピュータ回路、固体材料開発では遅れてい

るが、初期化、核偏極等ではすぐれた成果が得られており、全体的には量子コンピュータがらみの基礎

的な成果は評価できる。今後はこの成果を生かすべくグループ間の議論をより活発にし、各材料系にお

ける量子コンピュータの実現に研究が重点化されることが期待される。 
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研究課題別中間評価結果(H11年度採択 中野チーム) 

１．研究課題名：人工光物性に基づく新しい光子制御デバイス 

２．研究代表者名：中野 義昭（東京大学 先端科学技術研究センター、教授） 

３．研究概要 

  本研究チームは、半導体材料の光物性を一原子層単位で設計・制御された人工結晶構造により変革

し光能動基本機能ならびに光非線型性を飛躍的に高めること、これに基づいて全光子制御デジタルデ

バイス/回路を実現しデジタルフォトニクスの基礎を築くことを目的としている。これまで材料プロセス、デ

バイス、回路システムの各レイヤーから主に実験的アプローチにより研究を行い、新規・独自のプロセス

技術、材料、半導体光デバイス、ファイバ光デバイス、光システム、および測定法を創出、開発することに

成功している。 

４．中間評価結果 

４－１．研究の進捗状況と今後の見込み 

本研究チームは全て東大の教官と研究員で構成される。人工光物性に基づくデジタル光デバイスの

研究、単原子層MOVPE(Metal Organic Vapor Phase Epitaxy)/集積プロセス技術の研究、人工光磁性材

料/スピン機能光デバイスの研究、光物理と光システムの研究、光ファイバハイブリッドデジタル光デバイ

スとシステム応用の５つのグループで構成される。 

目標の実現に向けて良く努力されており、個々のグループの研究はおおむね当初の研究計画どおり

に順調に進んでいる。本提案の様に材料・デバイス・システムに亘る研究グループは少ないのでシステム

構成上の観点からの評価を加え、人工光物性に基づく新しい光子制御デバイスとしての視点を維持し、

研究を継続して欲しい。 

４－２．研究成果の現状と今後の見込み 

MOVPEにおける成長シミュレーションとその妥当性の実験的検証、磁性半導体の研究における

GaAs:MnAsナノクラスターの発見とその特異な磁気光学特性および光アイソレータへの応用の可能性、

電界吸収型(EA)光変調器、光フリップフロップ、サブ20fsの超短パルス形成技術の開発、光ファイバー波

長変換器、Dual mode DFB（分布帰還型，distributed feedback）レーザーによる波形再生器など個々のグ

ループの成果の科学的、技術的インパクトは比較的高い。 

人工光物性の観点で新規性が特に高いと思われたのは人工光磁性材料であり、適切なデバイスとし

ての実証でよりインパクトが出てくると期待される。 

４－３．今後の研究に向けて 

個別グループのレベルは高く数多くの成果は出ているが当初のねらいであるデジタルフォトォトニクス

の実現に向けての各分野のグループの戦略的な取り組みの点では不十分と映る。残りの研究期間で当

初の目標のもと何がシステムとして実証できるかを再検討し、デジタルフォトニクスの実現に向けてシステ

ム構成要素としての評価を欠かすことなく集中した方が良い。 

本研究チームは全員が同一機関に所属しているという他に例を見ない特徴を有効に利用して連携を

密にし、グループ間の研究内容のつながりをより強めてほしい。 

４－４．戦略目標に向けての展望 

ネットワークの広帯域化への要求はますます増大しており、本提案のデジタルフォトニックネットワーク

開発の必要性は増大している。この機に、人工光物性に基づく新しい光子制御デバイスの研究に集中し、
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個々にブレイクスルーを狙う中それらを「デジタルフォトニクス」へ向け戦略的に束ねるという点で一層の

努力を期待したい。  

研究者はともすればチャンピオンデータを追うのが楽しいが 本提案では特にシステム的観点からの評

価、実証が重要であり、この事は常にメンバー内で確認しておく必要がある。磁性半導体結晶の開発も完

全を狙ったら際限がなく、不十分でもデバイス実証を試みることが重要で、そうする事によりで新たな問題

点が見えてくる。 

４－５．総合的評価 

個別デバイスの研究としては、各々大変優れているが、研究対象である光デバイスに対するシステム

構成要素としてのアセスメントが十分ではなく、システムとしてどのようにして組合わせるかという点では先

が見えにくい状況となっている。システム系のグループはもっと積極的にデバイス系グループのプロトタイ

プデバイスについて評価すべきである。 

しかし本提案の様に材料・プロセス・デバイス・システムに亘る研究グループは少ないのでシステム構

成上の観点からの評価も加え、各分野間の有機的な技術の受け渡しがうまく行くようにテーマを重点化す

れば成果が期待される。 

 

研究課題別中間評価結果(H11年度採択 中村チーム) 

１．研究課題名：ナノサイズ構造制御金属・半金属材料の超高速光機能 

２．研究代表者名：中村 新男（名古屋大学、工学研究科応用物理学専攻、教授） 

３．研究概要 

  本研究チームは、希土類元素化合物の半金属と化合物半導体とのヘテロ構造の作製とその光磁気

機能、磁気伝導機能の制御、および金属ナノ粒子と絶縁体の複合材料における非線形光学特性の制御

を目的としている。これまで材料作製とその特性評価・解析に関する研究が進んだ。有機金属気相エピタ

キシャル成長に必要な有機金属原料の開発とその高純度化、ナノスケールで構造と電子状態を評価す

る方法の確立、ナノ粒子評価法の確立、ナノ粒子複合体に特有の超高速非線形光学応答の観測などに

成果を上げている。また、半金属のバンド構造制御による物性・機能制御の可能性を支持する理論結果

も得られている。 

４．中間評価結果 

４－１．研究の進捗状況と今後の見込み 

本研究チームは成長グループ（名大）、物性評価グループ（名大）、金属粒子グループ（産総研中部セ

ンター）、理論グループ（名大）の４つのグループからなる。本プロジェクトの柱の１つである ErP/InP エピタ

キシャル成長については、Er ソースの純度に問題が有り、それが影響して所期の成果が得られていない。

しかし、EXAFS（X 線吸収広域微細構造，extended X-ray absorption fine structure）の研究から、希土類

元素材料として用いる有機金属分子から不純物（酸素）が混入することを発見し、これにより新しい有機金

属材料の開発を研究の一部に加え、これによって Er(EtCp)3 や Er(IprCp)3 という優れた材料の開発に成

功した点は評価できる。これらを用い結晶成長研究の遅れを早急に取り戻して欲しい。 

４－２．研究成果の現状と今後の見込み 

4f電子を利用するデバイスに向けてはErP/InPエピタキシャル成長がネックで良質の半導体/半金属ヘ

テロ接合の製作が遅れているため、未だインパクトを評価する段階にはないのが残念である。しかし、磁

性半導体における磁化特性の説明等一部成果は出ている。金属ナノ粒子/絶縁体複合材料については
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金属微粒子のサイズ分布の新しい評価方法、寸法精度の高いナノ粒子およびその分散技術の進展、金

微粒子のエネルギー散逸機構などの個々のテーマについては興味有る成果が出ている。 

Ｘ線CTR（Crystal Truncation Rod）散乱法（X線表面散乱法とも言う）による極薄膜の組成分析、STS

（走査型トンネル分光法，scanning tunneling spectroscopy）によるバンドギャップ測定法など評価方法とし

てはすぐれた成果が出ており、今後の研究に大いに資すると考えられる。 

４－３．今後の研究に向けて 

半金属/半導体ヘテロ構造関係は所期の特性を測定できる状態ではないため評価できないが、半金

属/半導体ヘテロ接合を基本にしたこのような材料の研究は世界的に見てこのグループ以外では行われ

ていないので、そのポジションを大いに利用して今後の加速に期待したい。 

金属ナノ粒子関係は着実に研究が行われている。ナノ粒子関連では非線形光学特性も含め、世界中

でおびただしい数の研究が行われている。しかし粒子サイズをよく同定しながら行っているという点で世

界レベルにあるといってよい。 

４－４．戦略目標に向けての展望 

本研究期間中に実用的なデバイスの作製を求めるものではないが、半導体/半金属ダブルヘテロ構造

についての応用イメージを今後明確にして欲しい。金属ナノ粒子による非線形光学素子はいわば素材で

あり、発光機能や制御機能がないこと、半導体レーザとの集積の可能性のないことから成果としては限定

的な応用に留まるのではないかと思われるが、其の有用性の実証も必要であろう。 

いずれにしても本研究が他の競合技術に対してどのような優位性を持っているかを検証し、その分野

に向かって研究の方向付けが求められる。 

４－５．総合的評価 

基本となる ErP/InP 系の成長に問題があり、これが全体計画の遂行にやや不安材料を与えているが、

今後高純度の新規ソース材料を用いることにより所期の目標達成に向け全力を尽くして欲しい。良質の

半金属/半導体ヘテロ接合が実現すれば、評価体制は万全なので大きな成果が期待できる。 

しかし、目標達成のためにもう少し研究テーマの絞り込みが必要と考えられる。例えば、ErP 結晶成長

の問題が解決したならば、STM（走査型トンネル顕微鏡，scanning tunneling microscope）/STS（走査型ト

ンネル分光法，scanning tunneling spectroscopy）による評価も本来のErP/InP において結果を出し、理論

解析もGaMnAsの成果をErP系に適用した結果を出すなど、研究全体として一つの方向性を出す必要が

あろう。   

研究体制は妥当ではあるが、磁性半導体の理論解析と実験グループとのより緊密な連携が望まれる。 

 

研究課題別中間評価結果(H11年度採択 覧具チーム) 

１．研究課題名：光・電子波束制御エンジニアリング 

２．研究代表者名：覧具 博義（東京農工大学 工学部、教授） 

３．研究概要 

本研究チームは光波束であるフェムト秒光波束とそれが半導体ナノ構造内部に誘起する量子波束の

相互作用の実証と応用を研究目的とする。これまでフェムト秒プログラマブル位相制御光源とフェムト秒

位相分光法の開発を行い、有機分子や量子構造半導体中での量子波束制御実験を行った。また、波束

制御に最適な多準位遷移評価用非対称量子井戸材料の設計と試作を行った。さらに、位相制御された

パルス列による核波束干渉操作実験を行い、分子内核波束干渉を利用した単一分子素子への応用を実

削除: 拡
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証している。 

４．中間評価結果 

４－１．研究の進捗状況と今後の見込み 

フェムトパルスの各波長に位相信号をもたせるという発想はこのグループ独自のものであり、位相情報

を含んだ光パケットによる情報通信という新しい概念により、これまで利用が困難とされていた光パルスの

位相情報を利用しようとするもので高く評価できる。 

フェムト秒量子制御グループ（農工大）は、フェムト秒位相変調器を一応完成し位相制御実験で進展が

得られた。量子構造材料グループ（NEC）は、非対称量子井戸の設計・製作を着実に進め位相検出の基

本となる媒体についても有機分子から半導体量子井戸の利用に一歩前進した。アト秒光量子波束グル

ープ（東北大、１３年度から参加）は、単一分子を用いた波束制御において成果を上げている。東北大グ

ループの参入は、極端条件下の実験だが、今後のデバイスコンセプトの確立に向けて有益である。 

個別のテーマの研究については他の研究機関でも研究されているが、光波束・量子波束間相互作用

として捉えた研究は殆ど無く、他に先がけて位相制御技術等を開発し全体として高いレベルにある。 

４－２．研究成果の現状と今後の見込み 

光通信における従来の時間軸および周波数軸の変調に加え、位相軸変調の可能性を原理的に示し、

0.8μm光源については、任意位相パターンのプログラムを可能にし、チャープ可変光源を作製したこと、

1.1～1.6μm波長可変光源を作製したこと、位相変調器、位相検出器の両方において新しい発想を示し

た等の技術的インパクトが大きい。有機分子による波束制御と位相/振幅変換の実証、非対称構造量子

井戸の設計とキャリア-ダイナミクス、低しきい値量子ドットレーザーの実現、5アト秒の精度をもった双子パ

ルスの遅延時間制御とそれを利用した分子振動波束の観測・制御など、成果の学術的インパクトは大き

い。通信技術等への応用の可能性が見えてくればこれらの技術的インパクトはさらに大きくなろう。 

一分子系における分子振動波束をアト秒精度で干渉制御が可能なことを示したのは、本プロジェクトの

みでなく、量子コンピューティング研究にとっても興味ある結果である。科学的なインパクトが大きい。 

４－３．今後の研究に向けて 

半導体量子ドットが最適なデバイスであるかどうかについては再検討を要する。量子ドットは製作そのも

のが相当困難で将来的にはその研究は無意味ではないが、提案されている製作法ではゆらぎの限界の

ために、期間内に有益な成果が得られるか否か予測できない。「量子井戸＋励起子」を利用するのも一

案で、また等間隔準位が好ましいのであれば放物形井戸なども考慮もされてしかるべきである。 

農工大、NECグループは光通信周波数帯で、半導体ナノ構造を用いて光の位相を検出する研究に努

力を集中しており、東北大グループは分子系を用いた光の位相検出に成功している。両者の融合を更に

図ることにより、この研究は大きな成功を収めることが出来ると期待される。 

４－４．戦略目標に向けての展望 

最初の提案段階の計画から研究をダイナミックに展開しているのは評価できる。東北大グループのよう

な異分野グループの参加はプロジェクト全体に良い影響を与えている。フェムト秒での光波束位相制御と

いうチャレンジングな課題に対して原理的な実証をしたが、本プロジェクト終了までに、どこまでデバイスと

して実証すれば第三者が納得するか整理し、残りの期間に集中すべきである。 

分子振動系における長いdephasing time（位相緩和時間） を利用した位相メモリ、量子コンピュータへ

の展開が大いに期待できる。分子系を用いたアト秒精度の波束干渉の実験が本研究全体に大きな寄与

をすることが期待される。位相制御された光波による光パケットを使用する方法は、光通信分野における
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パケット通信を可能にする意味で、今後、解決すべき技術的課題は多いが、大きな価値、インパクトを有

する。 

４－５．総合的評価 

フェムト秒領域での光波束位相制御の原理的実証段階は完了したものと思われる。今後は少数ビット

であっても現実的な実証研究が期待され、最新の技術（結晶成長技術等）を用いて第三者をどれだけ納

得させるレベルまで持って行くかが重要である。光・量子波束エンジニアリングプロジェクトとして、まとまっ

た結論を得るためには、分子系による量子位相の形成と検出の方法と、半導体ナノ構造を用いる方法と

の将来性を評価し、分子による波束制御と半導体量子構造系との研究方向の歩み寄りを図り、最終目標

に向けて各グループの成果が収束する方向で研究を進めることが望ましい。 

 

Ｈ１２年度チーム中間評価結果 

１．研究領域の概要 

電子や光子等の静的、動的特性を制御することで、新しい機能を発現しうる技術の可能性を

探索する研究を対象としている。具体的には、信号の発生、増幅、処理、変換等の信号処理機

能を発現させるための物理的、化学的メカニズムや、その実現に向けた技術的可能性の探索を

行う研究等含まれている。特に、界面を含む物質内部、表面における電子や光子等に関する量

子力学的現象の発見、解明、利用およびその具体化のための材料、構造作成技術の研究等が含

まれている。 

２．中間評価の概要 

２－１．評価の目的 

 研究課題毎に、研究の進捗状況や研究成果を把握し、これを基に研究計画の見直し、

適切な予算配分を行ない、研究運営の改善および機構の支援体制の改善に資すること。 

２－２．評価対象研究代表者及び研究課題 

（１）鈴木 義茂（産業技術総合研究所 エレクトロニクス研究部門 主任研究員） 

   固体中へのスピン注入による新機能創製 

（２）中村 和夫（NEC基礎研究所、研究部長） 

   量子暗号の実用化を可能にする光子状態制御技術 

（３）野田 進（京都大学工学部 教授） 

   フォトニック結晶による究極の光制御と新機能デバイス 

（４）花村 榮一（千歳科学技術大学 教授） 

   強相関電子系ペロブスカイト遷移金属酸化物による光エレクトロニクス 

２－３．中間評価会の実施時期 

平成１５年６月２５日    中村研究チーム 
平成１５年７月１日     鈴木研究チーム 

平成１５年７月２５日    野田研究チーム 
平成１５年８月２６日    花村研究チーム 

２－４．評価方法 

   研究総括、研究アドバイザーが評価者を務め、予め研究チーム作成の報告資料に目を通し、

研究課題ごとに評価者が研究代表者、主たる共同研究者にヒアリングを行ない、その後評価
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者が各自独自に中間評価票を作成し、研究総括がそれらをまとめ全評価者の合意を得た。 

２－５．評価項目及び基準 

（イ）研究の進捗状況と今後の見込み 

     ・当初の研究計画から見た進捗状況や達成度等はどうか 

     ・研究体制・遂行は適当か 

     ・研究の今後の進め方はどうか 

     ・その他 

（ロ）研究成果の現状と今後の見込み 

     ・現状で成果が出ているかどうか 

     ・今後見込まれる成果はあるかどうか 

     ・その他 

２－６．評価者 

研究総括 菅野 卓雄   学校法人東洋大学 理事長 

領域アドバイザー 

         青野 正和   物質・材料研究機構 ナノマテリアル研究所 所長    

池上 徹彦   会津大学 学長    

伊藤 良一   明治大学 理工学部 物理学科 教授   

川辺 光央  物質・材料研究機構 ナノマテリアル研究所 特別研究員   

後藤 俊夫   名古屋大学 副総長   

坂本 統徳   長崎県 政策調整局 科学技術振興担当理事   

堀越 佳冶   早稲田大学理工学部 電気電子情報工学科 教授   

 

研究課題別中間評価結果(H12年度採択 鈴木チーム) 

１．研究課題名：固体中へのスピン注入による新機能創製 

２．研究代表者名：鈴木義茂（産業技術総合研究所 エレクトロニクス研究部門 主任研究員） 

３．研究概要 

 本研究チームは、スピン偏極電子の金属中への弾道的および拡散的な注入により、電流で磁化をス

イッチングする技術を確立し、次世代の固体磁気ランダムアクセスメモリ(M-RAM)の基礎原理を与えると

共にスピンエレクトロニクスの分野に新しいパラダイムをもたらすことを目的としている。これまでの研究で、

スピン依存電流スイッチングの基礎となるスピン依存共鳴トンネリングを実証した。また、スピン注入磁化

反転の前段階として、スピンホール効果の実証、微小磁気細線中の磁壁の駆動実験に成功するとともに、

磁化の歳差運動に対する伝導電子のスピン流の影響を明らかにし、さらに、プローブによるバリヤ層の局

所評価技術、電気的・光学的手法による磁化の超高速観察手法を確立している。 

４．中間評価結果 

４－１．研究の進捗状況と今後の見込み 

本研究チームはスピン機能デバイス研究グループ(産総研)、スピン注入磁化反転研究グループ（東北

大学から理研へ移籍）、スピン機能評価研究グループ（東北大学）の３つのグループから構成される。国

内外を通じ一流の研究者の集団であってスピンホール効果やスピントルクの測定、スピンポンピング効果

の初めての観測などの成果が得られており、学術的なレベルは他の研究機関に比べて高い。国際会議
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における多数の招待講演や本研究で得られた成果をきっかけにして国外研究機関で研究が開始された

研究テーマがあるなど、本研究チームのレベルの高さを示している。３グループ間の協調、情報交換、研

究の分担がよく行われている。チーム全体としては基礎的研究のウェイトが高いが、今後更に連携を強め、

実用的意味のある成果を挙げていくことが望まれる。 

４－２．研究成果の現状と今後の見込み 

量子井戸構造を用いた磁気抵抗における量子サイズ効果、スピン依存共鳴トンネル効果、ピコ秒オー

ダーのスピンダイナミクス（ポンプグローブ法）、スピン流による異常ホール効果の観察とスピン拡散長の

測定、電流駆動によるスピン磁壁移動の成功の科学的インパクトは大きく、スピンホール効果、スピンポン

ピング、スピン摩擦を少なくする方策の研究などに関しては今後デバイス原理としての新しい方向を生み

出す可能性も有り技術的インパクトが大きい。但し、スピン注入に関しては有効な電流低減策が未だ見出

されていないことは今後の技術的課題である。一方、デバイス作製における薄膜成長技術の高度化、微

小トンネル接合の作製技術、そしてデバイス評価技術の新規開発は極めて意義深い。 

４－３．今後の研究に向けて 

これまでに得られたスピン注入に関する基礎的なデータを踏まえて、今後デバイスへの展開、即ち共

鳴トンネルスピントランジスタの実証、低電流でスピン注入磁化反転を実現するために、伝導電子のスピ

ンによる局在電子スピンのコヒーレントな制御の実現を目指すことは的を得ている。本プロジェクトで最も

力を入れているスピン注入については、現在試行されている方法によってM-RAMの制御電流が本当に

下がるのか十分な検討が必要で、他の可能性についても検討を進めるべきである。 

４－４．戦略目標に向けての展望 

スピン注入の効果が出る為には１０７A/cm２程度の大きな電流密度が必要とされるのが現状であるが、

スピン蓄積効果などを有効に利用すれば1/100になるという予測も出されており、磁壁の急峻化、デバイ

スの微細化によって注入電流の低減も計画しており、これらの方向の努力によって現実的な電流密度に

よるスピン磁化反転の可能性は示されている。また、スピンホール効果、スピンポンプなどの現象の新しい

原理のデバイス技術への展開が期待される。現在までの基礎的及び要素的技術の成果をもとにして、今

後は実用的意味のあるスピントランジスタ等に関する成果が得られると期待される。 

４－５．総合的評価 

スピントロニクスでは現在多数の研究者が色々な方向を目指して研究を展開しているが、これらの中で

本プロジェクトの方向は正攻法的な方向と考えられる。その意味で期待するところ大である。M-RAM実用

化のためのスピン注入による新機能創成の研究として、新しい着想に基き、国際的にも高く評価される優

れた研究成果を挙げている。スピン注入に関する基礎的データが出揃ってトランジスタ実現に向けての

問題点も明らかにされてきた。例えば高い電流密度など克服するべき問題点が明らかにされたばかりで

なく、学術的にも重要な発見もあり、後半の成果が期待できる。全体としてデバイスには距離のある印象

だが、スピントランジスタ（メモリー）実現に向けて着実に進んでいるようである。学術レベルの高い成果も

出しており、この形で進めるのがよい。 

 

研究課題別中間評価結果(H12年度採択 中村チーム) 

１．研究課題名：量子暗号の実用化を可能にする光子状態制御技術 

２．研究代表者名：中村 和夫（NEC基礎研究所、研究部長） 

３．研究概要 
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量子暗号を短距離応用からより広範な実用化（長距離化など）へと進める為には、送信部（光源）、通

信路（量子中継）、受信部（光子検出器）の各部において、量子絡み合いを用いた要素技術開発による

総合的な量子情報技術の底上げが不可避である。特に量子中継の開発は多様な技術集積が必要であ

り、技術牽引のビークルとなる。本研究チームは、世界トップレベルの量子絡み合い光源、量子状態評価

手法、量子絡み合い制御デバイスへ向けた評価技術、量子符号化・復号化技術、これらを支える量子絡

み合い理論などで、卓越した成果をこれまでに挙げることができた。 

４．中間評価結果 

４－１．研究の進捗状況と今後の見込み 

本研究チームはNEC筑波研究所、NECラボラトリーズアメリカ、東京大学、玉川大学、通信総合研究所

の５つの研究グループを持ち、組織が国際的でトップクラスの研究者によって構成されている。短距離に

限られるが量子暗号装置の製品化がすでに国外でなされているが長距離化を狙った本当の意味の実用

化の為には未解決の要素技術が多くあるが、本研究チームではこれらの各種の課題について世界で初

めて解決策を実現したり、初めて明らかにした物理現象が多く、いずれも新規性の高い優れた成果で他

と比較してレベルは高い。特に量子絡み合いの研究に関しては他グループと比較しても優れている。 

バランスのとれた研究グループで現在までは個々のグループで成果をあげていると言えるが、テーマ

が分散している印象もあり、今後それらを集約化し最終目標に向けて相互の連携を強めることが望ましい。

玉川大における擾乱に強い準巨視系の量子暗号の理論的研究の成果が、本研究が終了する2005年ま

でに有効に反映することは難しいかも知れないが、その後の研究も含めて指針を与えることになると思わ

れる 

４－２．研究成果の現状と今後の見込み 

これまで幾つかの優れた成果を挙げている。即ち、１）純度の高い（９２％）量子絡み合い光源の実現と

フォトニック結晶ファイバーを用いた光子対の生成など光源に関する成果、２）超加法的量子符号化利得

の観測の成功、３）量子通信システムの受信端における量子計算の重要性の発見、４）単一量子ドット非

線型光学超感度計測装置の開発、５）光子対の時間相関の検証、６）擾乱に強い準巨視系の量子暗号

に向けての理論的手掛りなど新しい量子通信理論の構築、新プロトコルの開発などであり、一部のサブテ

ーマ（光子の冷却原子トラップ）について当初計画からのおくれが見られるものの、全体としては当初計画

からみて進歩状況、達成度とも問題は無い。 

欧米のベンチャ（MagiQ,ID Quantique 等）による量子暗号装置の製品化は短距離向けに限定され、長

距離量子暗号通信に必要な量子中継技術の重要性は益々増大しており、本チームの研究成果が大いに

期待される。 

４－３．今後の研究に向けて 

これまでに到達した地点からの着実な発展の方向をねらっていることは妥当な判断で、単一光子を用

いたシステムの研究におけるゲート評価法の確立、バッファ・ゲート等の原理実証、量子バッファの原理

実証、量子状態の選択的制御等、要素技術の確立を目指して欲しい。一方、多光子ロバスト系は現状の

光通信システム上で展開できる利点があり、その有効性の見極めが望まれる。 

４－４．戦略目標に向けての展望 

具体的な今後の進捗予定が示されており、成果が期待される。たとえば、Bell測定、擬ベル状態の生

成、光子数検出器の実現など精度の高い成果が期待される。またこれまで培われた光パルス技術により、

量子ドット評価技術、超加法的量子符号化利得の今後の応用展開、光子数識別器、時間相関光子対の



 47
 
 

応用等今後の発展が期待できる。理論の成果として準巨視系の利用が提案されているが、実験グループ

のこの視点からの研究がやや希薄な感がある。 

４－５．総合的評価 

本研究の成果が役立つと期待されるところは長距離量子情報処理通信システムの構築に資することで

あり、その中心は光子状態制御技術の研究でメデイア変換材料・デバイスの研究の進捗状況において若

干の遅れが見られるとは言え所期の成果が得られている。量子暗号実用化に向けた研究プロジェクトの１

つとして、個々のグループの成果は世界的なものであり、今後２年余りで優れた成果が期待できる。 た

だ、プロジェクトの中心テーマである量子中継実現については未解決課題が多い。特に量子ドットを介し

た中継はいくつか問題点があると思われるので、量子ドットの実験に早急に着手することが望まれる。 

海外ではベンチャが活発に商用化を目ざしているが、本チームはロングレンジの目標を目ざして長距

離量子情報処理通信網構成の研究を行っており、個々の研究成果は世界トップレベルである。 

 

研究課題別中間評価結果(H12年度採択 野田チーム) 

１．研究課題名：フォトニック結晶による究極の光制御と新機能デバイス 

２．研究代表者名：野田進（京都大学工学部 教授） 

３．研究概要 

本研究チームの第一の目標は、本プロジェクトが開始する直前に開発に成功した完全３次元結晶内部

に発光体や欠陥を人為的に導入することで、完全フォトニック結晶による発光や光伝播制御の様子を系

統的に調べるとともに、様々な光機能を備えた革新的な極微小光デバイス・回路の実現の基礎を築くこと

にある。第２の目標は、研究代表者自身の提案になる新しいデバイス：２次元フォトニック結晶レーザおよ

び２次元結晶の欠陥による光子の捕獲と放出現象に基づく機能デバイスをより詳細に検討し、原理のさら

なる実証を行うとともに、デバイスとして十分な特性をもつところまで展開することにある。 

これまでの成果としては前者では完全バンドギャップ効果の実証、後者では偏光制御２次元フォトニッ

ク結晶レーザ、及び２次元フォトニック結晶導波路を用いた分合波デバイスの実現があげられる。 

４．中間評価結果 

４－１．研究の進捗状況と今後の見込み 

本研究チームは京都大学、産業技術総合研究所、横浜国立大学の３グループで構成され立派な成果

が挙がっている。例えば、完全３次元フォトニック結晶の研究に関しては、本チームは他機関の

追従を許さず、他はマイクロ波や赤外等長波長領域に留まっている状態である。またフォトニッ

ク結晶における欠陥エンジニアリングは学問的に深い領域から応用上有益な領域まで幅広く含んでおり、

他の機関も試みてはいるが本チームに比較して理論的基礎も弱い。２次元フォトニック結晶半導体レーザ

及び２次元フォトニック結晶を用いた受動光導波路と欠陥構造の研究など、いずれも世界をリードしてい

る。特に２次元レーザに関わる他の機関での研究は本チームの研究に触発された形となっている。コンパ

クトなチームであるが、企業の研究者及び大学の基礎的研究を担当するグループを包含して、応用、基

礎の両面をカバーし効率的な運用がなされている。 

４－２．研究成果の現状と今後の見込み 

研究全般について極めて優れた成果を挙げており特に以下の研究が傑出している。１）３次元フォトニ

ック結晶の作製技術を確立し、バンドギャップが完全に開いていることを実証したこと、２）自然放出光の

制御を実証し、各種欠陥構造の実現と評価を行ったこと、３）２次元フォトニック結晶応用レーザの低しき
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い値化、モード制御に成功したこと、さらに欠陥エンジニアリングにより多波長ドロップ効果デバイス（分波

器）の発案と機能の実証を行ったこと、４）２次元フォトニック結晶における面内ヘテロ構造概念の導入と

波長フィルターの実現、５）スーパープリズムの理論展開である。 

２次元フォトニック結晶における面内へテロ接合の概念は全く新しく、当初予想しなかったものである。

本概念はＯｐｔｉｃｓの分野で学術的な貢献を多く含んでいるのみならず、応用上極めて優れた要素を含ん

でおり、今後のフォトニック結晶技術の基本特許となるので重要である。 

４－３．今後の研究に向けて 

 研究途上のテーマも多いが順調に成果が出ており、それぞれに具体的な進め方の目標を持っていて

問題はない。即ち現在本チームでは、１）３次元フォトニック結晶については多層化、Ｑ値の増大、２）２次

元レーザについてはモード制御、位相シフト構造、欠陥結合型構造、３）面内へテロ構造の展開、４）フォ

トニック結晶と外部との接続等、光チップ、半導レーザ等への応用を念頭に置いて着実に計画されており、

この進め方でよい。 

４－４．戦略目標に向けての展望 

３次元フォトニック結晶に関しては特に科学的なインパクトは大きい。２次元フォトニック結

晶に関してはさらに産業的なインパクトが非常に大きく、光集積回路の小型化、高集積化のみな

らず、新しい光デバイス開発に大きな期待が持たれ、光通信分野での波及効果が期待できる。い

くつもの新しいコンセプトを提唱し、フォトニック結晶エンジニアリングともいうべき新技術を

開拓しており今後さらに大きく発展する可能性がある。特に２次元フォトニック結晶におけるヘ

テロ構造の概念のアイデアは今後半導体とのアナロジーから見て大きな発展が見込まれる。 
４－５．総合的評価 

この分野の研究は日本をはじめアメリカ、ヨーロッパにおいても急速に研究が展開しているが、本研究チ

ームの成果は世界最高水準を維持している。当初計画に沿った研究のみならず、研究の途中で発生し

た新たな方向への展開も興味深い。例えばフォトニック結晶を利用したヘテロ構造の応用などはフォトニ

ック結晶の新しいパラダイムを形成する可能性を有している。このような展開は研究当初の基礎となる理

論の形成と、それに基づいた実験の遂行といった研究手法の成果である。また、３次元フォトニック結晶

による欠陥エンジニアリングに基づく機能デバイス、集積回路の実現には、発光デバイスの制御、電流注

入などまだ多くの技術的課題を残しており、今後息の長い研究を必要とする。しかしこの部分は学問的にも

インパクトの大きい成果が期待されており、今後の研究のサポートについても格別の配慮をする価値がある。 

研究課題別中間評価結果(H12年度採択 花村チーム) 

１．研究課題名：強相関電子系ペロブスカイト遷移金属酸化物による光エレクトロニクス 

２．研究代表者名：花村 榮一（千歳科学技術大学 教授） 

３．研究概要 

本研究チーム標は、ペロブスカイト型および関連する構造を持つ遷移金属酸化物の特性を活かした光

エレクトロニクス用の材料の開発を目標とし、材料の作製方法として、単結晶は浮遊帯域溶融法とフラック

ス法を、機能性構造についてはレーザーアブレーションとスパタリング法を採用している。これまで可視域

に大きな振動子強度を持つ特長を活かして、2倍および3倍高調波発生の量子干渉効果を用いて、電子

構造や磁気構造を解明する方法を開発できた。青色の強い発光を示す物質系を見付け出し、その発光

過程の解明、その光エレクトロニクスへの応用を探索している。究極の目標である超伝導p-i-n接合の作

製を進め、電圧印加の下での超放射の観測を試みている段階である。 
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４．中間評価結果 

４－１．研究の進捗状況と今後の見込み 

本研究チームは、発光機構解明グループ、結晶成長グループ、機能性構造グループ、光学測定グル

ープの４つのグループ構成で、千歳科学技術大学をコアとし、京都大学、産総研関西センター、浜松ホト

ニクスが参画している。超放射のコンセプトは、このグループ独自のもので、国内外に例はない。理論面

では世界のトップレベルであるが、実証されて始めて価値が有る訳で超放射に関わる構造作成の研究の

遅れが残念である。しかしペロブスカイト酸化物結晶の非線形光学効果に関する理論面の寄与、

multi-step CARS(Coherent Anti-Stokes Raman Scattering)の観測、強電性・反強磁性ドメイン構造の研究

は世界トップであると考えられる。レーザ結晶等についても国内にも競合機関があるがトップレベルである

ことは間違いない。 

４－２．研究成果の現状と今後の見込み 

本研究計画においてはペロブスカイト系の超伝導pn 接合実現とそれを使用した超放射の研究が最も

重要なテーマであるが、現時点ではこれの達成自体が危ぶまれ、当初計画の達成に全力を傾注すべき

段階である。 

他方ペロブスカイト酸化物結晶等では幾つかの興味ある成果が報告されており、例えば実験的には、本

来のペロブスカイト系での発光が困難であることが判明し、Ce:Al2O3が強く光ることを見出して薄膜化も成

功しているが、ELデバイス化など今後の課題も残っている。また強誘電性ドメイン壁で同時に反強磁性の

オーダーパラメタも反転していることの発見、結晶におけるmulti-step CARSの観測及びその応用等は当

初計画で想定されていなかった新たな展開である。 

４－３．今後の研究に向けて 

超放射に関わる理論は研究代表者による極めて独創的なものであり高く評価される。それ故超放射関

係の実証研究においては問題点を洗い出し、（例えばｉ層の抵抗値が高くならない原因）研究の方向を絞

り、研究の立ち遅れを早急に解決する必要がある。発光材料、非線形光学材料については、新しい現象、

材料が見つかっており、材料探索を研究計画に合わせて重点化し、もう少し系統的に研究を推進すれば

成果が期待できる。 

４－４．戦略目標に向けての展望 

主要テーマである超放射については、成功するかどうかは全く未知数であるが、実現する為には絶縁

層NCO(Nd2CuO4)についての再検討やバンドラインナップの検討など解決すべき問題も多く、超放射構

造の作成技術の研究体制について今後、早急に改善が見られなければ、成果は期待できない。 

ペロブスカイト酸化物結晶によるパッシブ、アクティブな光デバイスについては、レーザまでは難しいと

しても蛍光体まで含めた発光デバイスは期待できる。非線形光学応答材料は今後期待できるが、他の材

料による手法との比較、優劣などを明らかにし、差別化できる技術にもっていくことが重要である。 

４－５．総合的評価 

研究代表者の理論的リーダーシップの下、ペロブスカイト酸化物結晶の作成技術とその特性評価にお

いて優れた成果が得られているが、超放射実証構造の作成技術が伴っていないことが問題で早急の改

善が求められる。成功した時の科学的、技術的インパクトは極めて大きいものが有る。 

なお今後の研究を加速ならしめる施策に関する緊急会議を研究総括と研究代表者で持ち研究代表者

より「近接効果でクーパー対を注入可能である事が分かっているので、半導体 pn 接合を Pb もしくは Nb

超伝導体材料で挟む構造で超放射の実証を試みる。」との打開策の提案があり研究総括が了解した。 
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Ｈ１０年度チーム 事後評価結果 

 

１．研究領域の概要 

 電子や光子等の静的、動的特性を制御することで、新しい機能を発現しうる技術の可能性を

探索する研究を対象とするものです。具体的には、信号の発生、増幅、処理、変換等の機能を

発現させるための物理的、化学的メカニズムや、その実現に向けた技術的可能性の探索を行う

研究等が含まれる。特に、界面を含む物質内部、表面における電子や光子等に関する量子力学的

現象の発見、解明、利用およびその具体化のための材料、構造作成技術の研究等が含まれます。 

２．事後評価の概要 

２－１．評価の目的 

 研究の実施状況、研究成果、波及効果等を明らかにし、今後の研究成果の展開及び事

業の運営の改善に資すること。 

２－２．評価対象研究代表者及び研究課題 

（１）青柳 克信（東京工業大学 大学院総合理工学研究科 教授） 

   量子相関機能のダイナミクス制御 

（２）伊原 英雄（産業技術総合研究所 超伝導材料グループリーダー） 

田中 康資（産業技術総合研究所 エレクトロニクス研究部門 主任研究員） 

  （伊原英雄研究代表者急逝に伴い、平成14年3月29日以降研究代表代行者として継続

して研究を実施した） 

高性能高温超伝導材料の創製 

（３）川原田 洋 （早稲田大学理工学部電気・情報生命工学科 教授） 

   表面吸着原子制御による極微細ダイヤモンドデバイス 

（４）平山 祥郎 （日本電信電話（株）物性科学基礎研究所 部長） 

   相関エレクトロニクス 

（５）鳳 紘一郎 （東京大学 大学院新領域創成科学研究科 教授） 

   量子スケールデバイスのシスレムインテグレーション 

２－３．実施時期 

    平成１５年１２月２６日（伊原チーム） 

    平成１６年１月６日（川原田チーム） 

    平成１６年１月８日（青柳チーム） 

    平成１６年１月２３日（鳳チーム） 

    平成１６年１月２７日（平山チーム） 

２－４．評価方法 

  研究総括、領域アドバイザーが評価者を務め、予め研究チーム作成の報告資料に目を通し、

研究課題ごとに評価者が研究代表者、主たる共同研究者にヒアリングを行い、その後評価者が

各自独自に事後評価票を作成し、研究総括がそれらをまとめ全評価者の合意を得た。 

２－５．評価項目及び基準 

(イ) 外部発表(論文、口頭発表等)、特許、研究を通じての新たな知見の取得等の研究成果の状況 

(ロ) 得られた研究成果の科学技術への貢献 
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２－６．評価者 

研究総括     菅野 卓雄 学校法人 東洋大学 理事長 

領域アドバイザー 青野 正和 物質・材料研究機構 ナノマテリアル研究所 所長 

         池上 徹彦 会津大学 学長 

         伊藤 良一 明治大学 理工学部 物理学科 教授 

         川辺 光央 物質・材料研究機構 ナノマテリアル研究所特別研究員 

         後藤 俊夫 名古屋大学 副学長 

         坂本 統徳 長崎県 政策調整局 理事（科学技術振興担当）  

         堀越 佳治 早稲田大学 理工学部 電気・情報生命工学科 教授 

 

研究課題別事後評価結果（H10年度採択 青柳チーム） 

１．研究課題名 

  量子相関機能のダイナミクス制御   

２．研究代表者名及び主たる研究参加者名（研究機関名・職名は研究参加期間終了時点） 

研究代表者：青柳 克信 東京工業大学 大学院総合理工学研究科 教授  

主たる共同研究者： 

      石橋 幸治 理化学研究所 極微デバイス工学研究室 主任研究員 

  筒井 一生 東京工業大学 大学院総合理工学研究科 助教授 

  雨宮 好仁 北海道大学 工学部電子工学科 教授 

  天明 二郎 静岡大学 教授 

  鎌田 英彦 NTT 物性科学基礎研究所 主任研究員 

  松本 和彦 産業技術総合研究所 総括研究員 

３．研究内容及び成果 

  本研究は、固体デバイスにおいて量子相関機能を用いた新しいナノエレクトロニクスを、機

能性とそれに適した材料プロセスの開発という観点から、探索することを目的とした。量子相

関機能の も具体的な応用として量子コンピューティングデバイスを念頭に置き、そこで重要

となる新機能としての量子状態のコヒーレントな操作を量子ドットを用いて行うことに研究の

焦点を絞った。従って、 も基本的な機能として、何らかの単一２準位系を形成し量子ビット

としての２準位系の操作を行うことが研究の主課題である。また、量子コンピューティングシ

ステムを考えた場合には、読み出しの機構が重要である。電荷の検出のみならずスピンも含め

て、多くの場合で単電子トランジスタが用いられることが考えられるので、大きな帯電エネル

ギーを持つ単電子トランジスタの開発も研究の目的とした。これら量子相関機能の量子コンピ

ューティングへの応用に加え、量子相関機能を用いた新しいナノエレクトロニクスの展開を理

論的に探索することを並行して進めた。 

量子相関機能を用いる基本デバイスの一つである量子ビットとしては、１）２重結合量子ド

ットにおける電荷量子ビット、２）単一量子ドット中の単一電子スピン、３）半導体量子ドッ

ト中の励起子そして４）電子波回路を検討した。また、これらを実現する材料系として、伝統

的な半導体材料およびへテロ接合系にとらわれず、カーボンナノチューブ、ガリウムナイトラ

イド、Si/SiO2系、フッ化物系なども含め、広く材料を検討した。これらの新材料系を検討する
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ことにより、たとえば、カーボンナノチューブは微細な直径を有する１次元材料であることか

ら、単に大きな帯電エネルギーやゼロ次元離散準位を期待できるだけではなく、コヒーレンス

の向上も期待できる。GaN、Si/SiO2、そしてフッ化物系材料は、大きな閉じこめエネルギー（バ

ンド不連続量）を実現できるので、高い周波数（テラヘルツ領域から遠赤外領域）までの適用

が期待できる。以下に、主な研究成果を示す。 

（１）カーボンナノチューブ２重量子ドットの形成 

１本のカーボンナノチューブに必要な電極をつけデバイス化する技術を確立し、単一電子ト

ランジスタ（単一量子ドット）作製技術を開発した。さらに、単一量子ドットをトンネル障壁

で結合した２重結合量子ドットに分けることに成功した。２重結合量子ドットの形成は、負の

微分コンダクタンスと２重ドットに特有のストカスティッククーロンブロッケード現象の観測

により確認できた。この成果により、カーボンナノチューブ電荷量子ビットへの道を開くとと

もに、このデバイスの持つ大きな非線形電流電圧特性はテラヘルツ領域までの高い電磁波に対

して高感度検波器としての可能性も示した。 

（２）カーボンナノチューブ単一量子ドットにおけるスピン２準位系の形成 

  カーボンナノチューブは直径が小さいために磁場を印加した場合に、軌道量子化の効果が無

視できゼーマン効果だけが重要になることを実験により示した。また、カーボンナノチューブ

単一量子ドットでは電子数が奇数の時に、電子スピン 1/2 が実現できることを示し、ゼーマン

効果と組み合わせることによりスピン２準位系の形成に成功した。 

（３）室温動作カーボンナノチューブ単電子トランジスタの作製 

  微細な直径を有する単層カーボンナノチューブを CVD 法により成長する手法を確立し、電界

印加により位置を制御して成長する技術の確立に道を開いた。このようにして成長したナノチ

ューブチャネルに欠陥を導入し、超微細な量子ドットの形成を行い、室温においてクーロンブ

ロッケード動作を観測することに成功した。 

（４）半導体単一量子ドットにおける励起子のコヒーレント制御（ラビ振動の観測） 

  MOCVD 法における自己組織化を用いて高品質 InGaAs を位置を制御して作製する技術を確立し

た。この方法を用いて作製した多数の量子ドットのうち１個の量子ドットに対して光学的応答

を測定し、エネルギー領域で鋭い励起子発光を観測した。このコヒーレンスの良さを反映して

エネルギー領域で発光スペクトルのラビ分裂を観測し、分裂の大きさが励起光強度とともに大

きくなることを示した。エネルギー領域でのラビ分裂の示すコヒーレンスを時間領域で観測す

るために、ピコ秒程度の２個の短光パルスを照射する実験を行い、パルスの遅延時間に対して

発光強度が振動するラビ振動を観測することに初めて成功した（励起子のコヒーレント制御）。

これは量子ドット励起子の量子ビットへの展開へむけた大きな成果である。 

  また、半導体量子井戸中に自然形成される量子ドットアンサンブルに対しても、フォトンエ

コー法を用いてラビ振動の観測に成功した。 

（５）量子ドットの反応拡散現象システムへの応用 

単電子デバイスはトンネル効果にもとづく非線形振動を簡単な構成で発生することを利用し、

化学振動子のかわりにこの単電子トンネル振動子を二次元配列して電子的な反応拡散系をつく

ることを検討した。近接する振動子の間には、トンネル待ち時間を利用して拡散現象に似た相

互作用を発生させる。この反応拡散系のダイナミクスをシミュレーション解析し、化学的な反
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応拡散系に類似した散逸構造が生じることを示した。このことは、量子ドットを用いた反応拡

散 LSI とも呼べる新しいシステムの可能性を示している。 

（６）その他の重要な成果 

  電子波導波路を量子ビットへ応用することを検討した。単一電子を用いた場合、標準的な電

流量では位相の変化を生じさせるのに十分でないことを明らかにし、パーマロイを利用するこ

とにより電子波干渉のための有効磁束を増強できることを、GaAs/AlGaAs２次元電子ガス電子波

干渉系を用いて実証した。また、将来の閉じこめエネルギーの大きな量子ドットの形成を目指

して、まず２次元系である Si/SiO2 系、フッ化物系ヘテロ接合での共鳴トンネル効果の観測に

成功した。GaN 系では量子ドットの形成にまで成功した。 

４．事後評価結果 

４－１．外部発表(論文､口頭発表等)､特許､研究を通じての新たな知見の取得等の研究成果の状況  

論文発表は英文142件、和文8件、口頭発表(ポスター発表含む)は国際会議202件、国内会議306

件、そのうち招待されたものが夫々26件、25件、特許出願は国内２件など国際的評価の高い学会

誌や国際会議に多くの優れた研究成果が発表されており、下記はその中でも特筆すべきもので、

いずれも世界で始めて報告された独創的な成果である。 

① 励起子型量子ビットの形成とコヒーレントな量子操作の第一歩として時間領域でのラビ振

動の観測に成功。 

② カーボンナノチューブ、窒化ガリュームを用いて世界で始めて２重結合電荷型量子ビット

の形成に成功。 

③ カーボンナノチューブ量子ビットを用いて単一スピンの磁場によるゼーマン分裂２準位系

の形成に成功。 

④ カーボンナノチューブ成長の位置制御技術、化学気相堆積技術、イオンビーム技術を用い

て明瞭な単電子トランジスタ動作を室温で実現。 

⑤ 単電子デバイスの配列により形成される電子的な反応拡散系のシミュレーションを行い擬

似生命体の創出などエレクトロニクスの全く新しい方向性を見出せたこと。    

４－２．成果の戦略目標・科学技術への貢献 

 本研究チーム成果の戦略目標「量子相関機能のダイナミクス制御」及び科学技術への貢献は下

記の2点に要約することができる。 

① 世界で始めて単一励起子のコヒーレント制御に成功し量子情報処理デバイスの新しい可能

性を示し、量子ドットを用いた励起子量子光学なる新学問分野を開拓したこと。 

② カーボンナノチューブにより量子ドットを形成し量子ビット実現に展開し、量子相関機能

の観点のみならず一般的なナノデバイス作成技術も含めたカーボンナノチューブ・エレク

トロニクスとでも称すべき新しい学問分野を開拓したこと。 

４－３．その他の特記事項 

 本研究の開始時において量子ドットはリソグラフィーにより半導体で作成されることが実際的

であり、主流になるのではないかとの印象があったが、本研究によりカーボンナノチューブの利

用が優れた性能を発揮することが確認されたこと、半導体量子ドットの場合にも電子スピンの利

用が有効であることを見出したこと、単電子デバイスを用いて反応拡散系のシミュレーションが

でき擬似生命体を創出した事等は、当初予期していなかった成果であり、量子ドットに関する研

究に対し新しい指針を与える展開であるとともにエレクトロニクスと生命科学の融合を発展させ
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る点から見ても、その意義は大きいと評価される。 

 

研究課題別事後評価結果（H10年度採択 伊原チーム） 

１．研究課題名 

   高性能高温超伝導材料の創製   

２．研究代表者名及び主たる研究参加者名（研究機関名・職名は研究参加期間終了時点） 

研究代表者：伊原 英雄 産業技術総合研究所 超伝導材料グループリーダー    

研究代表代行者：田中 康資 産業技術総合研究所 エレクトロニクス研究部門 主任研究員

（伊原英雄研究代表者急逝に伴い、平成14年3月29日以降当該研究課題について継続して研究を実施した）  

主たる共同研究者： 

伊豫 彰  産業技術総合研究所 エレクトロニクス研究部門 主任研究員 

渡辺 恒夫 東京理科大学基礎工学部 学部長  

常盤 和靖    東京理科大学基礎工学部  講師 

浜田 典昭 東京理科大学理工学部 教授  

北岡 良雄 大阪大学基礎工学研究科 教授  

大嶋 重利 山形大学工学部 教授  

寺田 教男 鹿児島大学大学院 理工学研究科 教授  

立木 昌 物質・材料研究機構 客員研究員 

Athinarayanan Sundaresan 産総研 エレクトロニクス研究部門 CREST研究員 

３．研究内容及び成果 

このプロジェクトの成果は、 

（１） マイクロ波フィルターとして90K動作が可能な（CuxTl1-x）(BaySr1-y)2Ca2Cu3Oz 

(TlCu-1223)薄膜の作製技術の確立 

（２） 130K以上の超伝導転移温度（Tc）をもつバルクのTlCu-1223、Tl-1223の開発

とTc向上の機構解明 

（３） 多層型高温超伝導体の科学の発見 

である。 

マイクロ波フィルター用の膜（CuxTl1-x）(BaySr1-y)2Ca2Cu3Oz(TlCu-1223、またはTl-1223)

（ｘ<0.2）の作製法の確立は、研究段階から実用材料への架け橋を意識して、本プロジ

ェクトで一番力を入れたテーマであった。そして、Tl-1223の実用レベルの薄膜作製法

を完成させた。研究用世界標準となっている123系の薄膜（YBa2Cu3Oyなど、Tcは90K程度）

よりTcが高く、商業用として市場標準になっているTl2Ba2CaCu2O8（Tl-2212）薄膜より

もはるかに異方性が低いので、今後世界標準の薄膜となる可能性を持っている。 

得られた薄膜の特性は、Tc=108Kであり、LSAT（（LaAlO3）0.3(SrAl0.5Ta0.5O3)0.7）基板

上、1インチ両面薄膜であり、表面抵抗Rsは10GHz換算で、およそ0.5mΩ（90K）である。

2GHzの周波数領域での実用を目的とした薄膜である。 

作製法は「Amorphous Phase Epitaxy Method」(APE法)で、室温で積層した前駆体を酸

化タリウム蒸気中で結晶化させる方法であり、工業化に適した簡易で低コストの方法と

なっている。 
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Tc>130KのTl-1223のバルク開発は、その後のTl-1223およびTl-1234の銀シース線材基

本技術の開発、薄膜作製技術への展開等、実用化に直結する数々のノウハウを生み出し

た。とくに、残留炭素がTl-1223の相生成に対し、非常に悪影響を及ぼしていることを明

らかにした。炭酸基の迅速な評価法と、完全なる除去法の両方を確立することで、原料

から炭酸基を完全に除去し、Tl-1223とTl-1234の合成条件を著しく緩和することに成功

している。 

Tl-1234やTl-1223のTcは、1988年のこの材料の開発以来120K程度と考えられていた。

本プロジェクトで、実際のTcはTl-1234で127K、Tl-1223で133.5K以上である事を明らか

にした。このTcは、現在公認世界記録である、Hg-1223のTc=135Kに迫るものである。Tc

向上の機構を、化学、物理両面から解明した。これは高温超伝導体の「真のTc」は何K

なのかという、学術的に重要な問題にたいしても大きく貢献した。 

このプロジェクトにおける、物性評価における成果は、「高温超伝導体の科学の発見」

である。多層型高温超伝導体の科学をキーワードとして表すとすると以下のようになる。 

(1)結晶学的に非等価なCuO2面の積層 

(2)選択的ドーピング（CuO2面ごとに異なるドーピング量が定義される） 

(3)オーバードープでの高いTcの維持 

(4)多バンド、多成分型超伝導 

「結晶学的に非等価なCuO2面の積層」は、等価なCuO2面の積層または、単一のCuO2面

を仮定した、従来の高温超伝導の理論の枠を超えた考え方である。 

「電荷供給層からキャリアであるホールが超伝導層に供給されるが、キャリアを供給

し負側に偏った電荷供給層の発生する静電ポテンシャルのために、注入されたホールは、

なるべく電荷供給層に近いところにとどまる。」というのが「選択的ドーピング」であ

る。それに伴い、「電荷供給層から遠ざかったCuO2面のホール数がドーピングに鈍感で、

それがTc決定に主要な面となっている」という考え方が、「薄膜の平均的オーバードー

プにおける高いTcの維持」を説明している。 

また、多層型高温超伝導体の結晶学的性質により、この超伝導体は多バンド超伝導体

となっていると考えることもできる。多バンドの存在により、一つの量子凝縮状態の中

に、二つ以上の成分が生じるというのが、「多成分型超伝導」の考え方である。この考え

方は、「二つのTcの実験的発見」、「反磁性と超伝導の共存の実験的発見」、「i-soliton理

論」へ発展している。「多バンド超伝導体の理論」を共通の親理論とする点では「i-soliton

理論」の姉妹理論ともいえる「3Heの超流動の理論」（A.J. Leggett）が2003年のノーベル物

理学賞の受賞対象となったことからもその重要性がわかる。「多成分型超伝導」の考え方の

確立は、本プロジェクトの大きな成果と言える。 

４．事後評価結果 

４－１．外部発表(論文､口頭発表等)､特許､研究を通じての新たな知見の取得等の研究成果の状況  

 論文発表は英文89件、和文7件、口頭発表(ポスター発表含む)は国際会議83件、国内会議81件、

そのうち招待されたものが夫々9件、1件、特許出願は国内９件、海外４件、と極めて多数の優れ

た研究成果が国際的な評価の高い学会誌や国際会議等で発表されているが、特筆すべき成果は下

記の３点に要約できる。いずれも世界で 初に得られた新規性のある成果である。 
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① Amorphous Phase Epitaxy(APE)法を考案、開発することにより、（Cuｘ,Tl１－ｘ）Ba２Ca２Cu３

Oy(TlCu-1223)薄膜の作成に成功し、９０Kで動作が可能な実用的な超伝導マイクロ波フィルタ

への応用の可能性を示したこと。 

② Tl-1223においては世界 高記録である133.5Kの超伝導遷移温度Tcを実現し、此れはBaとTlの

サイト置換の抑制、Caサイトに対するTlイオンの置換の抑制によりサイト置換によるランダ

ムポテンシアル抑制の効果によるものであることを明らかにしたこと。 

③ 等価なCuO2面の積層あるいは単一のCuO２面を仮定してきた従来の酸化物高温超伝導体の理論

に対し結晶学的に非等価なCuO２面の機能を組み入れた多層型高温超伝導体の理論を構築し、

CuO2面毎に異なったドーピングした場合の効果、オーバードープでの高い超伝導遷移温度発現

の物理的メカニズムを明らかにしたこと。 

４－２．成果の戦略目標・科学技術への貢献 

 本研究チーム戦略目標である高性能高温超伝導材料の創製と、その研究成果の科学技術への貢

献は下記の如く要約できる。 

① APE法により も高いTcを有するTlCu-1223薄膜の作成に成功し、現在商品化されている動作温

度８０Kのマイクロ波フィルタより実用的価値の高い９０K動作のマイクロ波フィルタを実現

したこと、更にHg1223に匹敵するTc（133,5K）を有するバルクTl-1223の開発に成功するなど、

従来の酸化物高温超伝導体の特性を陵駕する高温超伝導体の作成に成功したこと。 

② CuO２ 面の位置により異なるTc をもちうること、磁性秩序と超伝導が共存することを発見し、

これらの構造とメカニズムを明らかにするなど多層型超伝導体の科学を開拓したこと。 

４－３．その他の特記事項 

ベストポスター賞受賞：International Symposium on Advances in Superconductivity & 

Magnetism : Materials, Mechanisms & Devices (ASMM2D-2001,September 25-28, 2001, Mangalore, 

India)2001年9月 

「超伝導膜の超伝導特性の評価方法」特願2002-381028の試作機が、山形大学と東北精機工業株

式会社によって開発された。この試作器によって、永久磁石を用いる新しい臨界電流Jcの非破

壊検査法が実証され、今後、従来の誘導法に置き換わって高温超伝導薄膜や線材の評価ツー

ルになっていく道が開かれた。 

 

研究課題別事後評価結果(H10年度採択 川原田チーム) 

１．研究課題名 

   表面吸着原子制御による極微細ダイヤモンドデバイス   

２．研究代表者名及び主たる研究参加者名（研究機関名・職名は研究参加期間終了時点） 

研究代表者：川原田 洋 早稲田大学理工学部電気・情報生命工学科 教授    

主たる共同研究者： 

  大串 秀世  産業技術総合研究所 ダイヤモンド研究センター 副センター長  

    光田 好孝  東京大学生産技術研究所 助教授 

    小林 猛   大阪大学基礎工学研究科 教授  
３．研究内容及び成果 

 ダイヤモンドは多くの優れた物性を有する究極の半導体として期待されるが、低抵抗のドー
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ピング技術がなく、能動デバイスの開発が遅れていた。研究代表者らは、完全性の高い水素終

端ダイヤモンド単結晶表面において、Si-MOSFET 反転層や AlGaAs/GaAs ヘテロ界面の 10 倍以上

の表面キャリア密度（正孔表面密度で 1013 cm-2以上）を有し、正孔が表面から 5 nm 以下の浅い

分布を持つ p 型表面伝導層が発現することを見出していた。本研究では、これを電界効果トラ

ンジスタ（FET）のソース、ドレインおよびチャネルに適用し、電流駆動能力で Si-MOSFET と同

等の新型 FET を開発し、これを多角的に発展させた。具体的には、 

１）高品質のホモエピタキシャル表面を使用することにより、ハイパワーの高周波デバイスへ

の応用。 

２）平坦表面のナノ改質により単正孔トランジスタ等の量子デバイスへの適用。 

３）強酸強塩基中でも動作するFETから生体分子の固定によるバイオセンサへの発展。 

同時に、重要な要素技術ならびに基盤研究として、ダイヤモンドの n 型化、ヘテロエピタキ

シャル成長、p型表面伝導層の機構についても検討を行った。このように、表面科学と電子デバ

イスの 2分野の知的資産が有機的な連携をとるおそらく 初の例となったと評価される。 

以下、上記 3種のトランジスタについての成果は以下の通りである。 

１）ダイヤモンドFETの高周波動作 

ダイヤモンドFETの高周波動作の確認を世界で 初に行った。現在、遮断周波数23GHzおよび

大発振周波数25GHzが得られている。この遮断周波数は競合するSiC-FETの 高値を上回り、

AlGaN/GaNのFETの 高値に迫る値である。ダイヤモンドでは も微細である70nmのゲート長に

てMISFET動作を確認した。これらの結果は、寄生容量や寄生抵抗の減少により、実用化が容易

なゲート長0.2μmで遮断周波数40GHzおよび 大発振周波数100GHzを超えることを示しており、

ダイヤモンドが近い将来、携帯電話の基地局、小型レーダーとして応用できる可能性を世界に

先駆けて示したものとして価値がある。なお、本研究が無ければ、ダイヤモンドFETの高周波

特性は未だ世に存在せず、ダイヤモンドが高周波デバイスとして認知された事実（例えば、応

用物理2004年3月号ワイドバンドギャップ半導体特集）から本CRESTプロジェクトの意義は非常

に大きかったと言える。 

２）表面吸着原子制御によるダイヤモンドナノデバイスの作製 

水素終端表面（p型半導体性）を局所的に絶縁化する技術を開発した。ナノデバイス応用と

してトンネル接合とインプレインゲート FET からなる単正孔トランジスタをダイヤモンドで

は世界で初めて作製し、動作確認を行った。明瞭なクーロン振動が７７Kにて観測された。ま

た、インプレインゲート FET のドレイン電流-ゲート電圧特性でヒステリシス効果（不揮発性

メモリー効果）が再現性よく観測された。これは表面のカルボニル基（C=O 結合）による表面

状態密度へのキャリアトラップである。クーロンブロｯケードや不揮発性メモリー効果の観測

は、表面吸着原子制御によりナノデバイスが作製されたという点で、すなわち、本プロジェク

トの学術的側面である表面科学と電子デバイスの 2 分野の知的資産の有機的な連携という点

で価値がある。 

３）生体分子固定した電解質溶液ゲートダイヤモンドFETのバイオセンサやDNAセンサへの応用 

ダイヤモンド表面は電気化学的な耐久性が高く、広い電位窓（3.0 eV 程度）をもつ。この

表面をチャネルとして、ダイヤモンド水素終端表面あるいは酸素終端表面を直接電解質水溶液

に曝し、FET 動作を世界で初めて可能とした。FET は pH1-14 で動作し、静特性では完全なチャ
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ネルのピンチオフとドレイン電流の飽和を示し、オフ時の漏れ電流が少ない理想的なものであ

る。ハロゲンイオンの微量分析、ウレアーゼやグルコースオキシダーゼ（酵素）直接固定によ

る尿素や糖（基質）の検知が可能で、ダイヤモンド FET がバイオセンサのトランスデューサと

して機能することを見出した。ダイヤモンド表面の DNA の固定は、従来のガラスや Si 上より

も固定密度や耐性が高いことが認知されつつあり、これと上記の電解質中で動作する FET 技術

で、電位検出によるオリゴヌクレオチド（10 塩基程度の短い一本鎖 DNA）識別の可能性が示さ

れた。全世界が注目する電位検出型 DNA チップの開発という側面からも、本研究成果の意義は

大きい。ナノスケールでの表面改質により、生態適合性のあるナノ分子認識デバイスへの発展

が期待される。本件については 4件の特許が出願されている。 

以上、表面吸着原子制御によるダイヤモンド表面が、究極の応用分野の一つである高周波ハ

イパワートランジスタに利用可能であること、またナノテクとバイオテクを融合する場を提供し、

新しいナノ・バイオ素子の発展に結びつくことが示された。本プロジェクトにより「ダイヤモン

ド表面のナノ科学」が学術的にも応用技術としても重要な研究対象になったと評価出来る。 

４．事後評価結果 

４－１．外部発表(論文､口頭発表等)､特許､研究を通じての新たな知見の取得等の研究成果の状況 

論文発表は英文84件、和文5件、口頭発表(ポスター発表含む)は国際会議88件、国内会議165

件、そのうち招待されたものが13件、13件、特許出願は国内4件、海外1件と国際的に評価の高

い学会誌や国際会議で多数の優れた研究成果が発表されており、その中でも特筆すべき下記の

如くでいずれも国際的に見てもトップの研究成果である。 

① 平坦性の高いホモエピタキシヤルダイアモンド表面を使用したショットキーゲート電界

効果トランジスタ及びフッ化物ゲートを用いた絶縁ゲート電界効果トランジスタを試作

し、150mＳ/mm以上の相互コンダクタンス、23ＧＨzの電流利得遮断周波数のデバイス特

性を得て超高周波、高出力トランジスタがダイアモンドで実現できることを実証した事。 

② 電子分光を用いた表面分析と表面伝導特性から水素終端ダイアモンド表面の伝導には 表

面の水素終端に加えてサブサーフェース水素の存在が関与している事を明らかにした事。 

③ 硫黄ドープ化学気相合成ダイアモンドにより室温で活性化エネルギー0.17eVのn型伝導

を得ることに成功し、更に硫黄をイオン注入して得られたn型ダイアモンドとボロンドー

プのp型化学気相合成ダイアモンドによりpn接合を形成することに成功したこと。 

④ Ir（001）面上に平坦なダイアモンド薄膜をヘテロエピタキシアル成長させることに成功

しダイアモンドの大面積単結晶化への技術を開拓したこと。 

⑤ ダイアモンドの化学的安定性を利用したpHセンサや生体適合性を利用したバイオセンサ、

改質処理によりダイアモンド表面のイオン感応性が制御できることを利用して化学セン

サを実現するなどダイアモンドのセンサへの応用を見出したこと。    

４－２．成果の戦略目標・科学技術への貢献 

  本研究チームの戦略目標である「表面吸着原子制御によるダイアモンドデバイス」は 

① 高相互コンダクタンス電界効果トランジスタの実証、ダイアモンド表面を使用し     

た化学センサ、バイオセンサ実現により十分に達成できた。 

これらのデバイス実証の研究の過程において得られた 

② ダイアモンド表面伝導機構のモデルの表面科学 

③ 硫黄ドープによるn型ダイアモンドの実現、ダイアモンドへテロエピタキシアル成長技術
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の材料技術 

に対する貢献は従来未解明、未開拓のものを解明し、開拓したことで高く評価されている。 

４－３．その他の特記事項 

応用物理学会論文賞「JJAP 論文奨励賞」：渡辺幸志(2001.9) “Nonlinear Effects Excitonic 

Emission from High Quality Homoepitaxial Diamond Films” 

応用物理学会講演奨励賞：梅澤仁(1999.4)「微細化によるダイヤモンド MESFET の特性改善」、

竹内大輔(1999.9)「ダイヤモンドの Band-A 発光の起源に関する考察」、渡辺幸志(2000.4)「高品

質ホモエピタキシャルダイヤモンド薄膜のエキシトン発光(I)」、中澤一志(2000.9)「リンドナー

による束縛励起子発光の観測」、石坂博明(2001.4)「表面チャネル型ダイヤモンド FET おける高

周波特性の向上」、荻原大輔(2003.9)「高密度励起子下におけるⅡa型ダイヤモンドの電子正孔液

滴と束縛励起子」 

 

研究課題別事後評価結果(H10年度採択 平山チーム) 

１．研究課題名 

  相関エレクトロニクス   

２．研究代表者名及び主たる研究参加者名（研究機関名・職名は研究参加期間終了時点） 

研究代表者：平山 祥郎 日本電信電話（株）物性科学基礎研究所 部長 

主たる共同研究者： 

    樽茶 清悟 東京大学理学部物理 教授 

    平川 一彦 東京大学生産技術研究所 教授 

    横山 浩  産業技術総合研究所 ナノテクノロジー研究部門 部門長 

    井元 信之 総合研究大学院大学 教授 

３．研究内容及び成果 

  NTT、東大、総研大、産総研がチームを組んだ「相関エレクトロニクス」プロジェクトでは半

導体中の様々なキャリア相関、さらにはそのコヒーレント制御の基礎研究を遂行し、その中か

ら将来の画期的な半導体デバイスコンセプトに繋がるような相関現象をピックアップすること

を目標に研究を進めた。目標のひとつは新しい分野である(量子)相関エレクトロニクスを確立

することにあったが、5 年間のプロジェクトで、世界のトップレベルを行く成果を上げ、半導

体中でのキャリア相関、特にその量子コヒーレント制御が将来の新しい半導体技術、量子情報

処理技術として大きな可能性を持っていることを実証した。 

薄膜構造におけるキャリア相関の研究では、ノンドープヘテロ構造にバックゲートからの電

界でキャリアを誘起するシステムを完成し、これを密度制御性に優れた二層構造に応用した。

特に、二層系のパラメータを制御することにより、強いキャリア相関を確認し、二種類の強磁

性状態が同じ二層系で実現されることを示した。また、分数量子ホール状態などで電子のスピ

ン状態が転移する近傍で、電子スピンと核スピンの相互作用が生じ核スピンを偏極できること、

さらに、核スピンの緩和時間が二次元電子系の状態により大きく制御できることを示した。こ

れは、全電気型核スピン制御に道を拓く大きな成果である。また、超格子中でのキャリアのコ

ヒーレント振動を THz スペクトロスコピで測定することにも成功し、超格子中をブロッホ振動

する電子に利得があることを世界で初めて実験的に証明した。これらの成果はインパクトファ
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クター(IF)の高い PRL に数件掲載され、量子ホール効果国際会議などにおいて、 近の量子ホ

ール効果を代表する話題として招待講演に選ばれている。 

半導体ナノ構造におけるキャリア相関の研究では、量子ドットにおける代表的なスピン相関

である近藤効果の物理を明らかにした。量子ドットの様ざまなパラメータを操作することによ

り近藤効果を自在に制御できることを示し、新しい近藤効果の発見、ユニタリー極限の近藤効

果の検証に繋げた。また、単一電子スピンの読み出しを可能にするスピンブロケードによる整

流特性を見出すことにも成功した。さらに、キャリアのダイナミクスを測定する電気的ポンプ・

プローブ法を確立し、量子ドット中での電子１個のダイナミクスを正確に測定した。量子ドッ

トにおいてスピン反転を伴う遷移が禁制遷移であり、緩和時間が非常に長くなることをきちん

と確認したことは、量子ドット中のスピンが外界から良く隔離されていることを証明した特筆

すべき成果である。これらの成果は IF の高い Nature、Science、PRL に数件掲載され、近藤効

果の論文を中心に被引用回数も多く、100 回近くに達する論文もあった。 

この手法を利用して、結合量子ドット中で電子がドット間をコヒーレントに振動する様子を

観測することに成功し、パルス技術を用いてこの振動を制御することにも成功した。これは、

明確なかたちでの半導体電荷量子ビットの実現であり、IF の高い PRL に掲載され、現在の半導

体集積回路に近い形の量子ビットの世界 初の実現例として多くの国際会議に招待されている。 

キャリア相関の研究をサポートする研究として、シングルショット測定、ナノプロービング、

量子情報処理の基礎研究にも力を入れた。シングルショット測定に関しては量子ドットの単電

子トンネル特性を高速高感度の電荷計に応用する研究を進め、半導体中を単電子が動く様子を

リアルタイムで観測することに成功した。ナノプローブに関しては低温磁場中で動作する光ナ

ノプローブを確立し、半導体中でのキャリア特性評価に役立てるとともに、高速ナノプローブ

に向けて確実な進歩を得た。さらに、InAs 表面に蓄積する伝導電子と低温走査電子顕微鏡の組

み合わせにより、転位の周囲に形成されるフリーデル振動や量子ドットとして働くピラミッド

型の結晶欠陥に閉じ込められたゼロ次元状態の電子分布の直接観測に世界に先駆け成功した。

これらの成果は IF の高い PRL に数件掲載され、電子の波のパターンは新聞や雑誌に多く取り上

げられた。量子情報処理の基礎研究に関してはエンタングルメントの抽出実験の具体的方法を

提案し、実際に光子を用いた実験を行った。これは、複数の量子ビットの一括量子測定を用い

たエンタングルメントの抽出実験として世界初であり、IF の高い Nature に掲載された。さらに、

量子情報処理の基礎理論の研究を進め、この分野でも数件の論文がIFの高い PRLに掲載された。 

キャリア相関、コヒーレント制御の研究は固体量子計算への期待から、固体物理でトップレ

ベルにある研究機関を中心に世界中に広がっている。その中で、本プロジェクトは 1998 年と言

う早い時期から取り組んだこともあり、すでに述べたように世界のトップレベルを行く成果を

上げることができた。また、本プロジェクトが主催した 2回の国際会議（Carrier Interactions 

in Mesoscopic Systems (CIM2001、2001/2/13-14)、Carrier Interactions and Spintronics in 

Nanostructures (CISN2003、2003/3/10-12)）を通して、日本のこの分野の研究推進にも貢献で

きたと評価される。将来の新しい半導体技術、量子情報処理技術として大きな可能性を持つこ

とが明らかになり、半導体中でのキャリア相関、特にその量子コヒーレント制御について研究

を今後継続し、さらに発展させていく事を期待する。 

４．事後評価結果 
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４－１．外部発表(論文､口頭発表等)､特許､研究を通じての新たな知見の取得等の研究成果の状況     

論文発表は英文198件、和文30件、口頭発表(ポスター発表含む)は国際会議339件、国内会議302

件、そのうち招待されたものが夫々66件、17件、特許出願は国内1件と非常に多くの優れた研究成

果を国際的にも権威のある学会誌、国際会議等に発表しており、量子物性物理の分野で以下に列

挙する如き画期的な成果を挙げた。 

① 薄膜構造におけるキヤリア相関に関しては、二層系におけるキヤリア相関（スピン状態に依

存した量子ホール強磁性）、ヘテロ構造における電子スピン-核スピン相関の発見、また半導

体超格子においてテラヘルツ利得を世界で始めて得たこと。 

② ナノ構造におけるキヤリア相関に関しては、量子ドットの電子スピン状態の制御による新し

い近藤効果の発見、非対称結合量子ドットの単一電子伝導におけるパウリ則の検証と単一電

子スピン読み出しの提案、量子ドット中の核スピン結合の制御と核スピンメモリ動作の確認、

２次元量子ホール系の電子スピン共鳴によるｇ因子、T2下限値の導出、結合量子細線の朝永-

ラッテインジャ-液体効果による“正”のクーロンドラッグと古典粒子による“負”のクーロ

ンドラッグの観測。 

③ ナノプロービングに関しては低温走査型トンネル顕微鏡を使用したInAs（111）A面上の局所

電子状態密度の直接観察、走査型マックスウエル・ストレス顕微鏡の動作周波数のヘテロダ

イン法によるテラヘルツ領域までの拡大、強磁場・極低温近接場光学顕微鏡の開発と時間分

解光学顕微鏡併用による拡散の観測と理論的検討。 

④ Shannonの「情報源情報量の理論」の完全な量子力学版の構築、様々な量子ドット配置でのエ

ンタングルメント形成に対する理論的検討、光子対エンタングルメントの純化に対する実験

的検討、B92量子暗号の無条件安全性証明。 

４－２．成果の戦略目標・科学技術への貢献 

 全般的に世界第一級の成果であり、特に物理現象の追求に関し圧倒的に優れた、普遍性の高い

成果を報告しており、世界中の物理学会等から注目されている。特に電子系による核スピン制御

の可能性を示したこと、半導体量子ドット中でスピンの選択則が原子と同様に存在することを見

出したことは当初予測しなかったことであり、スピン状態に依存した量子ホール強磁性や朝永-

ラッテインジャ-液体効果による“正”のクーロンドラッグの観測など直接的なキヤリア相関に関

わる新現象の発見のほか、半導体ドットで量子ビット動作を実証し、電子スピンによる核スピン

制御の可能性の実証、量子情報処理分野で新展開が期待できる新学問分野「相関エレクトロニク

ス」を開拓した功績は大きい。 

 また量子通信においてエンタングルメントの濃縮を実験的に示したこと、マイクロ波電気力顕

微鏡、強磁場・極低温近接場光学顕微鏡の開発によるナノプロービングの技術的インパクトも大

きい。 

４－３．その他の特記事項 

国際シンポジウムの開催：Carrier Interactions in Mesoscopic Systems(CIM2001) H13.2.13

～14 参加者142名、Carrier Interactions and Spintronics in Nanostructures (CISN2003) 

H15.3.10～12 参加者162名。NTT厚木研究開発センタで開催。外部の関連研究者との交流、CREST

相関エレクトロニクスチームの研究成果のアピール他。 

 応用物理学会講演奨励賞：橋本克之（2001.5）、「バックゲートシングルヘテロ構造中の二次元
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電子ガスによる核スピン操作」 

サー・マーティン・ウッド賞：藤澤利正（2003.11） 

 

研究課題別事後評価結果(H10年度採択 鳳チーム) 

１．研究課題名 

  量子スケールデバイスのシステムインテグレーション   

２．研究代表者名及び主たる研究参加者名（研究機関名・職名は研究参加期間終了時点） 

研究代表者：鳳 紘一郎 東京大学 大学院新領域創成科学研究科 教授  

主たる共同研究者： 

   藤島 実   東京大学 大学院新領域創成科学研究科 助教授 

   柴田 直   東京大学 大学院新領域創成科学研究科 教授 

   平本 俊郎  東京大学生産技術研究所 教授  

     伊藤 順司  産業技術総合研究所 エレクトロニクス研究部門 部門長 

金丸 正剛  産業技術総合研究所 エレクトロニクス研究部門 グループ長 

３．研究内容及び成果 

「NP 完全問題を解く」、あるいは「人間のように柔軟な認識判断のできるシステムを構築する」

といった問題は、現在のコンピュータのフレームワークでは非常に困難な課題である。またこれ

は、デバイスの極限微細化と VLSI プロセッサの超高集積化といった、従来の方法論では決して解

決し得ない課題である。問題を解くためのアルゴリズム、これを実行するコンピュータ・アーキ

テクチャ、さらにシステムを実現する基本デバイスの機能・構造にまで遡った技術革新と、新た

なコンピューティングパラダイムの創出が求められている。本プロジェクトは、シリコン VLSI 技

術に量子の原理を導入することにより、これらの課題を自在に扱えるシステム実現を目指した研

究である。デバイスの微細化の極限で発現する量子現象、これを高度なコンピューティングシス

テム構築にどのように適用するか、その方法論はまだ確立されていない。本研究は、その一つの

有力な候補を実際のシステム構築により提示したものであり、将来、量子デバイスが実用化され

た際のシステム構成論を展開したものとして非常に重要な意義をもっている。 

 量子効果を用いた新たなコンピューティングパラダイムを、現実に目に見える形で実証すると

ともに、早期のシステム実用化に結び付けるため、二つの困難な課題、つまり「NP 完全問題」と

「人間のように柔軟な認識処理」を具体的な目標として掲げ、次の 4 つのテーマで研究に取り組

んだ：①「量子プロセッサによる大規模並列演算」；②「共鳴型知的エージェントを用いた認識機

能ハードウェア」；③「単電子効果を用いた機能デバイス」；④「電子場機能デバイス」。 

①のテーマでは､量子コンピューティングの原理を古典的なデバイスを用いて実現する研究を

行った。即ち、量子コンピューティングにおける基本演算の本質を、量子力学の原理にとらわれ

ることなく抽出し、それを も効率よく超並列のプロセッサアーキテクチャとして実現した。そ

の結果、NMR 等を用いた量子コンピュータでは、7量子ビット以下のシステムしか実現できていな

いのに対し、75 量子ビット相当のシステムを実現した。20 ビットの因数分解をショアのアルゴリ

ズムを用いて高速計算を行い、通常のコンピュータに比較して 18 桁も短い時間で計算できること

を実証した。これ研究の成果は、単にショアのアルゴリズムを実装しただけにとどまらない。量

子コンピューティングの原理の本質を、VLSI プロセッサの並列アーキテクチャとして実現したも
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のであり、量子力学の原理にとらわれない、より一般的な演算にも応用が拓ける。即ち、現在量

子コンピューティングのアルゴリズムとして知られているショアとグローバーのアルゴリズム以

外にも、計算爆発を起こす様々な問題に応用の可能性を拓いたのである。この方向での研究が現

在さらに進んでおり、今後大いに発展が期待される。 

 「人間のように柔軟な認識処理」の研究には、②③④の三つのテーマで取り組んだ。先ず②の

テーマでは、量子現象で良く見られる共鳴特性を利用して、「人間のように柔軟な認識処理」ので

きる VLSI システム構築の研究に取組んだ。この研究テーマにおける戦略は、量子共鳴現象に類似

の特性を持つ CMOS アナログ回路（マイクロ・レゾナンス回路）を開発し、これを高集積化するこ

とによって量子デバイスのシステムレベルインテグレーションを実際に実現することであった。

この戦略により、再現性が十分に保障された量子デバイスの実現を待つことなく、実システムの

演算性能の実証が可能となった。先ず、CMOS マイクロ・レゾナンス回路を用いて、人間の過去の

膨大な記憶を蓄え、入力された事象に対し も良く似た過去の記憶を瞬時に連想想起する連想プ

ロセッサを開発した。さらに、視野から着目すべき物体を見つけ出す VLSI、初期視覚処理を実行

する VLSI 等もマイクロ・レゾナンス回路を用いて開発した。そしてこれらを用いて、手書パター

ンの柔軟な認識や、大学病院で 10 年の経験をもつ専門医と同等の医用 X線写真の解析等を実現し

ている。これ等のシステムは、柔軟な認識システム構築のハードウェアアルゴリズムを開発実証

したもので、今後知能システム実現の有力な候補となるものである。 

 ②のテーマにより、量子共鳴特性が「人間のように柔軟な認識処理」実現に本質的な働きをす

ることが明らかにされたのを受け、③④のテーマでは、極限微細デバイス技術によって「共鳴特

性」を実現する新たなデバイス創成の研究を行った。先ず③のテーマでは、シリコンの微結晶を

用いたメモリ素子の研究とシリコン単電子トランジスタの研究を行った。シリコン微結晶メモリ

では、極細チャネルによってメモリの高性能化をはかり、単電子の注入・放出により 3 倍の電流

変調を実現した。この研究は、共鳴特性のピーク位置によって記憶を表現する連想プロセッサシ

ステムにとって、過去の記憶を蓄える も重要な要素技術となる。単電子トランジスタでは、結

晶の局所的ストレスを応用した新たなシリコンドット形成技術により、山谷比 40 以上という優れ

た共鳴特性を室温で実現した。これは世界一の成果である。この共鳴特性とメモリ技術の融合に

より、共鳴特性を用いた連想プロセッサアーキテクチャの基本素子技術が出来上がった。また④

のテーマでは、電子場デバイス研究の過程で、シリコン細線における負性抵抗効果という新たな

現象を発見した。この現象の原因追求から、細線表面の帯電現象によって電流が制御されるとい

う新たなメカニズムを発見、これを用いて共鳴特性を簡単な構造で実現するのに成功した。さら

に、サイドゲートを設置することにより、その共鳴特性の関数形、ピーク位置等も簡単に制御可

能であることを示した。これらの結果、シリコン技術で製作可能で、しかも室温で動作する共鳴

デバイスが、ナノ加工技術の応用で実現した。 

 本研究プロジェクトの成果は、シリコン VLSI 技術に量子の原理を導入することにより、現在の

コンピュータのフレームワークでは非常に困難な問題を扱えるシステムを実際に作ったことであ

る。量子状態の重ね合わせを新たな並列処理プロセッサで表現し、ＮＰ完全問題に適用可能なVLSI

量子計算機エミュレータを実現した。また、量子的な共鳴現象を人間の経験・知識の表現に用い、

連想・直感・類推といった柔軟な認識処理のできる電子システムを創った。さらに量子的な共鳴

特性を精度良く実現するため、単電子効果機能デバイス、ナノワイヤトランジスタ等新たな機能
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デバイスをシリコン技術に基づいて実現、実際の素子の試作によってそれらの有効性、並びに室

温動作を実証したものである。これまで材料デバイスの基礎研究、あるいは量子コンピューティ

ングの原理検証といった研究が中心であった量子現象の応用研究に於いて、シリコン技術で実現

可能な室温動作デバイスに重点を置いて研究開発を行ったもので、今後量子現象を応用したシス

テム構築の研究を進める上での方法論を明らかにした重要な研究成果である。 

４．事後評価結果 

４－１．外部発表(論文､口頭発表等)､特許､研究を通じての新たな知見の取得等の研究成果の状況 

論文発表は英文45件、和文6件、口頭発表(ポスター発表含む)は国際会議122件、国内会議66

件、そのうち招待されたものが夫々27件、8件、特許出願は国内7件、海外1件等、多くの研究

成果が国際的に権威ある学会誌や学会に報告されているが、特筆すべき研究成果は書きの如く

である。 

① 量子コンピュータのアルゴリズムの重要な点を取り込んでシリコン大規模集積回路を用い

て75 qbit に相当する量子コンピュータエミュレータを施策し、20 bitの因数分解を約６

秒で実行できることを示したのは世界 初であり、量子コンピュータの今後の研究に対し

重要な技術的判断基準を与えたこと。 

② 共鳴エージェントを用いた簡便、且つ効率の良い連想システムを実現し、その実用性の高

いことを実証したこと。 

③ 狭チャネルのMOS電界効果トランジスタに着目し不揮発性メモリー素子として、室温単電子

トランジスタの実現など世界のナノMOSデバイス研究をリードする実用性の高い成果を挙

げたこと。 

④ 相補型シリコン細線デバイスでプログラマブル共鳴特性を実現したこと。 

４－２．成果の戦略目標・科学技術への貢献 

 現在量子コンピュータに期待されている機能の一つは128 bitの公開鍵暗号解読であるが、その

ためにはおおよそ１０３qbit を集積せねばならず、しかもこのように多数のqbitをコヒーレント

な状態に維持できる時間はフェムト秒程度であろうから実用的な量子コンピュータの実現までに

は相当な時間が掛かると予測される。それに対し本研究チームの戦略目標である「量子スケール

デバイスのシステムインテグレーション」の一環として実現した量子コンピュータエミュレータ

は今後アルゴリズムを改良し超並列にすることにより実用的な暗号機能を実現することの可能性

を示したものであり、量子コンピュータの研究に対し重要な評価基準を与えるもので、量子コン

ピュータ研究に与えるインパクトは大きい。 

 共鳴エージェントによる連想システム、狭チャネルMOS電界効果トランジスタやシリコン細線の

研究成果も実用性が高く技術的インパクトが大きい。 

４－３．その他の特記事項 

 (a)2002年 World Automation Congress (WAC) において、Ali Javan Best Paper Awardを受賞

（ 2002 年 6 月 9 日 ）： Masakazu Yagi, Tadashi Shibata and Kenji Takada, "Optimizing 

Feature-Vector Extraction Algorithm from Grayscale Images for Robust Medical Radiograph 

Analysis," in Soft Computing, Multimedia, Biomedicine, Image Processing and Financial 

Engineering, Eds. Mo Jamshidi, Y. Hata, M. Fathi, A. Homaifar, and J. S. Jamshidi, Vol. 

13, pp.251-257 (TSI Press,Albuquerque,2002): Proceedings of the Fifth Biannual World 

Automation Congress (WAC 2002) ISSCI 2002 and IFMIP 2002, Orland, Florida, USA, June 9-13, 
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2002. 

 (b)2002年 IEEE EDS Japan Chapter Student Award：小林大輔（2002 VLSI Symposium on 

Technology発表）Daisuke Kobayashi,“A Ferroelectric Analog Associative Memory Technology 

Employing Hetero-gate Floating-Gate-MOS Structure” 

 (c)丸文研究奨励賞（丸文研究交流財団）：平本俊郎，「シリコン単電子デバイスとそのVLSIデバ

イスへの応用に関する研究」，2000年3月． 

 

Ｈ１１年度チーム事後評価結果 

１．研究領域の概要 

 電子や光子等の静的、動的特性を制御することで、新しい機能を発現しうる技術の可能性を探

索する研究を対象とするものです。具体的には、信号の発生、増幅、処理、変換等の機能を発現

させるための物理的、化学的メカニズムや、その実現に向けた技術的可能性の探索を行う研究等

が含まれます。特に、界面を含む物質内部、表面における電子や光子等に関する量子力学的現象

の発見、解明、利用およびその具体化のための材料、構造作成技術の研究等が含まれます。 

２．事後評価の概要 

２－１．評価の目的 

 研究の実施状況、研究成果、波及効果等を明らかにし、今後の研究成果の展開及び事

業の運営の改善に資すること。 

２－２．評価対象研究代表者及び研究課題 

（１）小田 俊理（東京工業大学 量子ナノエレクトロニクス研究センター 教授） 

   ネオシリコン創製に向けた構造制御と機能探索 

（２）北川 勝浩（大阪大学 大学院基礎工学研究科 教授） 

核スピンネットワーク量子コンピュータ 

（３）中野 義昭（東京大学 先端科学技術研究センター 教授） 

   人工光物性に基づく新しい光子制御デバイス 

（４）中村 新男（名古屋大学 大学院工学研究科 教授） 

   ナノサイズ構造制御金属･半金属材料の超高速光機能 

（５）覧具 博義（東京農工大学 工学部物理システム工学科 教授） 

   光・電子波束制御エンジニアリング 

２－３．実施時期 

    平成１６年１２月２１日（中野チーム） 

    平成１６年１２月２８日（小田チーム） 

    平成１７年 ３月１６日（北川チーム） 

    平成１７年 ３月１８日（中村チーム） 

    平成１７年 ３月２４日（覧具チーム） 

２－４．評価方法 

  研究総括、領域アドバイザーが評価者を務め、予め研究チーム作成の報告資料に目を通し、

研究課題ごとに評価者が研究代表者、主たる共同研究者にヒアリングを行い、その後評価者が

各自独自に事後評価票を作成し、研究総括がそれらをまとめ全評価者の合意を得た。 
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２－５．評価項目及び基準 

(イ) 外部発表(論文、口頭発表等)、特許、研究を通じての新たな知見の取得等の研究成果の状況 

(ロ) 得られた研究成果の科学技術への貢献 

２－６．評価者 

研究総括    菅野 卓雄 学校法人 東洋大学 理事長 

領域アドバイザー  

青野 正和 物質・材料研究機構 ナノマテリアル研究所 所長 

            池上 徹彦 会津大学 学長 

            伊藤 良一 東京大学 名誉教授 

            川辺 光央 物質・材料研究機構 ナノマテリアル研究所 特別研究員 

            後藤 俊夫 名古屋大学 高等研究院 院長 

            坂本 統徳 長崎県 政策調整局 理事（科学技術振興担当）  

            堀越 佳治 早稲田大学 理工学部 電気・情報生命工学科 教授 

 

研究課題別事後評価結果(H11年度採択 小田チーム) 

１．研究課題名 

  ネオシリコン創製に向けた構造制御と機能探索   

２．研究代表者名及び主たる研究参加者名（研究機関名・職名は研究参加期間終了時点） 

研究代表者：小田 俊理 東京工業大学量子ナノエレクトロニクス研究センター 教授  

主たる共同研究者： 

 水田 博  東京工業大学大学院理工学研究科 電子物理工学専攻 助教授 

土屋 良重 東京工業大学量子ナノエレクトロニクス研究センター 助手 

越田 信義 東京農工大学 工学部電気電子工学科 教授 

Haroon. Ahmed    ケンブリッジ大学キャベンディッシュ研究所 名誉教授 

   Zahid A.K. Durrani ケンブリッジ大学工学部 研究員 

高木 一正 日立ヨーロッパ コーポレートテクノロジーグループ ゼネラルマネージャ   

   尾内 享裕 日立製作所 研究開発本部 センター長 

   中里 和郎 名古屋大学大学院工学研究科 教授  

嶋田 壽一 QUANTUM 14 代表取締役    

３．研究内容及び成果 

 本研究では、粒径数nmのナノ結晶シリコン量子ドットを、間隔1～2nmに制御し配列させる新

材料「ネオシリコン」を提案し、独自のアイデアによりこれを形成して、その機能を探索するこ

とを目的とした。実施にあたっては、研究全体を（１）ネオシリコン作製と構造制御、（２）ネ

オシリコン電気特性制御、（３）ネオシリコン発光・電子放出特性制御、（４）ネオシリコンの

素子応用検討、の４つの大きなタスクに分け、東工大量子効果エレクトロニクスセンター（現：

量子ナノエレクトロニクス研究センター）、ケンブリッジ大学キャベンディッシュ研究所、東京

農工大学、日立ケンブリッジ研究所、日立製作所中央研究所、の５研究機関をメンバーとした国

際産学連携チームで、互いに密接な連携を図りながら推進された。主な成果は以下の通りである。 

（１）ネオシリコン作製と構造制御 
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ＶＨＦデジタルプラズマＣＶＤ技術において、原料ガスの種類やパルス供給時間、プラズマセ

ル圧力など粒子形成条件の総合的制御を行い、 小粒径 5nm、分散±1nm の極めて均一性の高いシ

リコン粒子の作製に成功した。また、ナノ結晶シリコンドットの周囲に形成される酸化膜のスト

レス効果による酸化速度の自己停止機構を利用した寸法制御法を検討した。750℃で酸化を行うと、

酸化速度の飽和が起こり、初期の寸法 10nm の粒子は 4nm で安定することを TEM 観察により確認し

た。低温ラジカル窒化技術を開発して、薄くて均一な窒化膜をシリコン量子ドットの表面に形成

する方法を開発した。更に、ナノ結晶シリコンドットの高密度化・高集積化を図るために、弗酸、

純水、メタノール等、種々の溶液中にナノ結晶シリコンドットを分散させ、その濃縮溶液を基板

上に滴下・蒸発させる手法を検討した。その結果、メタノールを溶媒とした分散液により、面密

度で約 7×1011 cm-2の高密度化に成功した。 

（２）ネオシリコン電気特性制御 

ナノ結晶シリコンドット間のトンネル過程に着目して、ネオシリコンの電気特性を調べると同

時に、単電子デバイス応用を検討した。チャネルが１個～数個のナノ結晶シリコンドットで構成

された量子ポイントコンタクトトランジスタを作製し、シリコンナノ構造の単電子輸送特性を系

統的に調べた。また、ネオシリコン中の粒界特性を制御するため、２段階酸化処理（低温長時間

酸化＋高温アニーリング）プロセスを考案し、厚さ 2～3nm、エネルギー障壁高さ 170 meV の良質

なトンネル障壁を形成することで、室温で電流のクーロン振動を示す単電子トランジスタの開発

に成功した。 

また、２つのナノ結晶シリコンドット間の相互作用を観測・評価するため、チャネル内に２個

の並列量子ドットを有するポイントコンタクトトランジスタを作製した。その結果、２個のナノ

結晶シリコンドット間の静電相互作用による電流ピークのスイッチング現象を観測するとともに、

２ドット間の量子力学的結合によって準分子状態が形成されていることを、シリコン系で初めて

観測することに成功した。 

（３）ネオシリコン発光・電子放出特性制御 

高効率・高安定の発光素子、ならびに高機能の面放出電子源の開発を目的として、ナノ結晶シ

リコンの発光特性および電子放出の特性評価を行った。シリコン発光素子の高効率化については、

酸化処理の適正化によるリーク電流低減を行い、また動作安定化については、素子の表面を SiO2

膜でキャップする方法とナノ結晶シリコン表面水素終端を共有結合で置き換える方法を開発した。

マルチカラー化については、ナノ結晶シリコンのサイズ制御のみで赤・緑・青色発光を得ている。 

弾道性冷電子放出の機構解明に関しては、酸化膜で覆われたナノ結晶シリコンドットの１次元

的鎖構造の理論解析を行い、(a) 音響ひずみポテンシャル強度がバルクシリコンに比べて減少す

ること、(b)電子のミニバンド下端において電子のフォノン放出によるエネルギー損失が大きく抑

制されることなどを解明した。また、放出電子のエネルギー分布測定を行い、高エネルギー領域

で電子が準弾道的に放出されていることを実証した。弾道性冷電子放出素子の大面積化について

は、TFT 用ガラス基板上に電子放出素子アレイを構成する低温プロセス技術を開発した。さらに、

プラズマディスプレイ用ガラス基板を用いたプロトタイプの対角2.6インチ168×126画素さらに

は 7.6 インチ 336×252 画素のフルカラー薄型平面ディスプレイを試作し、単純マトリクス方式に

よる動画表示を確認した。また、蛍光体として有機および無機の薄膜をナノ結晶シリコン層に堆

積した弾道電子励起形の全固体発光素子を開発し、面発光動作を確認した。 
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（４）ネオシリコンの素子応用検討 

社会ニーズとネオシリコンが持つ特徴あるメリットに注目し、超低消費電力素子と高機能表示

素子応用を検討した。ネオシリコンが持つクーロン遮蔽効果による高インピーダンス性と、ネオ

シリコンをナノ変位機構に組み合せた不揮発性を組み合わせて、超低消費電力不揮発性ＮＥＭＳ

メモリの概念を提案し、その鍵となるフローティン両持ち梁のナノ変位機構、動作速度、素子の

オンオフ比、消費電力などの特性予測をシミュレーションにより行うとともに、両持ち梁構造の

試作・機械的特性の評価を行った。その結果、素子設計に必要なナノ領域での変位効果の特徴と

構造 適化のガイドラインを明らかにするとともに、作製した梁の機械的双安定性を実証するこ

とが出来た。また、ネオシリコンからの弾道電子放出の特異性に注目し、弾道電子放出素子とナ

ノ蛍光体を組み合せた、真空不要の平面ディスプレイの基本機能の検証を進めた。ナノ結晶シリ

コン膜低エネルギー電子照射によるナノ蛍光体の発光特性の評価を行ない、本応用の可能性実証

を行った。 

４．事後評価結果 

４－１．外部発表(論文、口頭発表等)、特許、研究を通じての新たな知見の取得等の研究成果の状況  

論文発表は英文99件、和文2件、そのうち招待されたものが夫々8件、2件、口頭発表(ポスター

発表含む)は国際会議129件、国内会議41件、そのうち招待されたものが夫々17件、2件、特許出

願は国内6件、海外4件など国際的評価の高い学会誌や国際会議に多くの優れた研究成果が発表さ

れており、下記はその中でも特筆すべきもので、いずれも世界で初めて報告された独創的な成果

である。 

①ナノ結晶シリコン粒子の径制御数値目標の達成 

②近接したシリコンナノ粒子間の電子における量子力学的相互作用の観測 

③ネオ･シリコンからの電子放出の効率改善と安定化を通しディスプレイ･デバイスを実証 

④トンネル障壁を制御した単電子デバイスで室温クーロン・ブロッケードの観測 

⑤ナノメカニカル・メモリー素子の提案と、その原理検証 

４－２．成果の戦略目標・科学技術への貢献 

 本研究チーム成果の戦略目標「ネオシリコン創製に向けた構造制御と機能探索」及び科学技術

への貢献は下記の３点に要約することができる。 

①VHF パルス・プラズマ法、ラジカル窒化法等によるネオ・シリコンの構造制御技術 

 ②近接したドット間の量子力学的相互作用や、ポイント・コンタクト特性のシリコンにおける

初めての観測、バリスティック電子放出、特にフォノンの局在と量子化によるバリスティッ

ク輸送の証明 

 ③ネオ・シリコンを使用したフルカラー平面ディスプレイ素子の実現、ナノメカニカルメモリ

ー素子の提案と原理検証 

４－３．その他の特記事項 

ネオ・シリコンの研究自体が本チーム以外には例がなく、シリコンナノ粒子の均一粒径制御技

術、ネオシリコン構造からの発光･電子放出技術、ネオシリコンのデバイス応用はいずれも世界

高水準である。量子ドット構造の制御技術の高度化により、Siにおいて初めて量子結合ドットの

実現、及びクーロン階段の実証の科学的インパクトは大きく、ネオシリコンからの弾道電子放射

は新規な発光デバイス、LSIのチップ間連結などへの展開が期待できる。 
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本研究は大学と民間、日本と英国という組み合わせのチームであったが、異質のプレイヤーのシ

ナジーを十分に発揮することに成功し、実用化までには更に研究が継続される必要があるが、将

来発展の期待が大いにあり、平面ディスプレイやナノメカニカルメモリー素子など企業化が期待

される研究成果があり戦略的創造研究の目的を十分満足する成果である。 

 受賞については以下の通りである。 

・藤野研究賞 小田俊理 2002 

・第25回半導体物理国際会議 Young Author Best Paper Awards “Katsuhiko Nishiguchi and 
Shunri Oda, Ballistic transport under magnetic field in silicon vertical transistors”, 2000. 
・Materials Research Society Fall Meeting, Graduate Students Paper Awards, “K.Nishiguchi, 
S.Oda, Fabrication and Characterization of Cold Electron Emitter based on Nanocrystalline 
Silicon Quantum Dots”, 2000 

 

研究課題別事後評価結果(H11年度採択 北川チーム) 

１．研究課題名 

  核スピンネットワーク量子コンピュータ   

２．研究代表者名及び主たる研究参加者名（研究機関名・職名は研究参加期間終了時点） 

研究代表者：北川 勝浩 大阪大学 大学院基礎工学研究科 教授  

主たる共同研究者：  

 寺尾 武彦 京都大学 大学院理学研究科 教授 

武田 和行 大阪大学 大学院基礎工学研究科 助手 

清水 禎  物質・材料研究機構 強磁場研究センター 主幹研究員 

北澤 英明  物質・材料研究機構 ナノマテリアル研究所 主席研究員  

   竹内 繁樹 北海道大学 電子科学研究所 助教授 

小澤 正直 東北大学 大学院情報科学研究科 教授   

３．研究内容及び成果   

 分子や結晶の核スピンを量子ビット(qubit)とし、それらの結合ネットワークから成る多 qubit

量子コンピュータの実現を目指して研究を行った。また、光子を用いた相補的な実験や量子計算

理論の研究によって、量子コンピュータ実現に関するより一般的な知見獲得も目指した。 

 量子コンピュータの古典コンピュータに対する優位性は、qubit の数を増やしても計算に必要

なリソースが指数爆発しないという本質的スケーラビリティにある。一方、実際にその優位性を

発揮するには、問題の大きさに応じて qubit の数を増やすことができる数量的スケーラビリティ

が求められる。従来から分子の核スピン用いた数 qubit のいわゆるＮＭＲ量子コンピュータは存

在したが、初期状態に問題があり、初期化のステップ数や分子の数といったリソースが qubit の

数とともに指数爆発するという意味で本質的スケーラビリティを有しておらず、真の量子計算を

実現したものではなかった。そこで、本研究では、本質的スケーラビリティの獲得による真の量

子計算の実現を目指して初期化の研究を重点的に行い、それと並行して数量的スケーラビリティ

の可能性についても研究を行った。 

 まず、分子の光励起三重項状態を用いた動的核偏極の偏極増大メカニズムを解明することによ

って、三重項電子スピンの偏極率で決まる究極的限界とほぼ等しい７０％の高偏極を達成するこ
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とに成功した。さらに、光パルスの延伸による三重項への励起効率の改善を実験的に検証した。

また、半導体結晶の光ポンピングでは、偏波保存ファイバを用いた実験系の開発によって、原理

的上限の７割に相当する３５％の高偏極を実現することに成功した。これらの実験によって、分

子や結晶の核スピンを高偏極化し、低エントロピーの初期状態を実現する物理的初期化に目処を

つけた。 

 また、これらの低エントロピー状態に残留する初期状態のばらつきを一部の qubit に圧縮する

ことによって残りの qubit を初期化するデータ圧縮による初期化法の研究を行った。従来、スケ

ーラブルなＮＭＲ量子計算として提案されていた初期化アルゴリズムを数値シミュレーションに

よって検証し、データ圧縮効率がエントロピー限界に漸近しないことを見出した。数え上げ符号

に基づく量子データ圧縮アルゴリズムを初期化に使うために、量子フーリエ変換を用いた桁上げ

ビット不要の量子加算回路の利用と、予備圧縮による作業領域の確保を考案し、情報理論的にも

計算量論的にも効率的な初期化アルゴリズムの構成に初めて成功した。さらにこのアルゴリズム

を予備圧縮に再帰的に適用することによって、計算量をエントロピーに依存しない量まで節約す

る方法を示した。 終的には、符号そのものを見直して、計算量と作業領域の積がこれまでの

小となる優れた量子データ圧縮アルゴリズムを考案し、さらに効率的な初期化を可能にした。 

 これらスピン偏極と効率的データ圧縮の２段階の初期化により、核スピン量子コンピュータの本

質的スケーラビリティを回復し、リソースの指数爆発を起こさない真の量子コンピュータの実現に

道を拓いた。 

 数量的スケーラビリティについては、以下の成果を得た。結晶における J 結合の測定法と双極

子相互作用の汎用シミュレータを開発し、核スピンの結合ネットワーク構造の決定を可能にした。

ＮＭＲ装置の２１．６Ｔへの強磁場化に成功し、qubit の周波数間隔の拡大を可能にした。１次

元構造を集積化して磁場勾配を印加するためのテンプレートとなり得る規則的なナノ・ポーラス

構造の作製に成功した。また、１次元高分子構造（Lloyd モデル）について、量子回路の実装効

率を 2倍にする方法を考案した。 

 光子を用いた線形光学量子コンピュータは、単一量子事象が検出可能という利点を持つが、単

一光子を利用する限り光路数というリソースが指数的に爆発し、本質的スケーラビリティを持た

ないという問題があった。そこで、多光子とその相関をも取り扱えるように拡張することを目指

して研究を行い、以下の成果を得た。線形光学素子を用いた簡便なＣＮＯＴゲートを提案し、モ

ノリシック素子化を実現した。量子もつれ合いフィルタを提案した。２光子状態間もつれ合いの

実験的検証に成功した。量子テレポーテーションの忠実度を実験的に評価した。これらの成果に

よって、複数光子を用いた本質的スケーラビリティのある光量子コンピュータ実現への道を開い

た。 

 計算量理論と量子力学の両面から、量子コンピュータ実験を基礎付ける理論の研究を行った。

計算量理論的アプローチでは、量子計算実験で用いられる量子回路の計算量理論を構築した。量

子力学的アプローチでは、量子回路を構成する基本量子ゲートの誤差理論を構築した。特に、誤

差と擾乱に関する不確定性原理の正しい定式化を導き、それを基礎にして、制御系と量子ビット

の相互作用がみたす保存法則だけから定まる不可避な誤差の存在とその定量的制約を明らかにし

た。 

４．事後評価結果 
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４－１．外部発表(論文、口頭発表等)、特許、研究を通じての新たな知見の取得等の研究成果の状況  

論文発表は英文80件、和文21件、口頭発表(ポスター発表含む)は国際会議117、国内会議111

件、そのうち招待されたものが夫々23件、27件、国際的評価の高い学会誌や国際会議に多くの優

れた研究成果が発表されており、下記はその中でも特筆すべきもので、いずれも世界で初めて報

告された独創的な成果である。 

極めて基礎的な研究であるので特許出願は国内2件と余り多くはないが、研究テーマの性格上

やむを得ない。 

①光ポンピングにより電子スピンを用いて核スピンの初期化の具体的な手法を開発したこと。

この問題は雑音の多い量子系では重要な技術であり、評価できる。 

 ②事実ペンタセン分子で 70％、InP で 35％のスピン偏極率を得たこと。これは初期状態を純化

する上で極めて重要。 

 ③光子を用いた量子コンピュータの研究に具体的な進展があったこと。 

 ④不確定性原理によるシングル・スピン量子ビット系に関する物理的制約を理論的にあきらか

にしたこと。 

４－２．成果の戦略目標・科学技術への貢献 

 研究代表者の当初の分子に関する提案は液体利用型NMR量子計算機に係るものであった。しかし

量子ビットの数を増し、初期化と集積化を可能にする為に固体NMR計算機に移っていったことは妥

当な判断であったといえる。 

  本質的スケーラビリティの確立、光ポンピングにより電子スピンを用いて核スピンの初期化を

効率よく行った実験的成果は量子計算機実現のための技術としてインパクトが大きい。複数の単

一光子を用いた量子計算機の研究は量子計算機の一つの方向を示すもので科学・技術的価値が高

い。不確定性原理による理論グループの研究成果はシングル・スピン量子ビット系に関する物理

的制約を示すものとして科学的価値が大きい。 

４－３．その他の特記事項 

真の量子計算へのブレークスルーが核スピンの初期化にあることを明らかにし，かつそれらが

実現可能であることを実証したことは量子コンピュータ実現への大きな前進である。特に、核ス

ピン偏極増大化技術、効率的データ圧縮初期化回路の開発はインパクトが大きい。 

理論的なバックグラウンド、実験的な工夫・進展からみてこのグループほど高いレベルの成果

は他に例が少なく、国内は勿論、外国の研究者と比較してもトップに位置する。 
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山下 真司 東京大学大学院工学系研究科電子工学専攻 助教授 

３．研究内容及び成果 

 本研究では、半導体材料のマクロな光物性を一原子層単位で設計・制御されたミクロな人工結

晶構造により変革し、電気光学効果、相互位相変調、四光波混合、磁気光学効果など、広義の光

非線形性を飛躍的に高めること、ならびに、これら半導体人工光物性と半導体分布ブラッグ反射

器やファイバブラッグ格子鏡で構成される高度な光共振器／干渉計構造に基づいて、デジタル波

長変換器、光 3R 中継器、光ロジック、光バッファーメモリなどの全光子制御デジタルデバイス／

回路を実現し、デジタルフォトニクスの基礎を築くことによって光情報通信技術の発展に資する

ことを目指した。 

 上記目的を達成するために、本プロジェクトでは五つの研究グループを編成して研究を実施し

た。第一のグループ（霜垣グループ）は、「単原子層 MOVPE／集積プロセス技術の研究」を担当し

た。有機金属気相エピタキシャル成長(MOVPE)による化合物半導体結晶成長において、ヘテロ界面

の急峻性は も重要なプロセス制御因子である。ここでは分光エリプソメトリを用いた表面その

場観察や、作製したヘテロ構造の X線光電子分光(XPS)、二次イオン質量分析(SIMS)などによる組

成分析、透過型電子顕微鏡(TEM)による構造解析などからヘテロ界面形成ガス切替シーケンスの

適化を行った。また、MOVPE 成長層 表面のサブサーフェイスを考慮した界面形成モデルを構築

した。一方シリコン酸化膜をマスクとして用いる面積選択 MOVPE 成長技術に関しても研究を行い、

広幅選択成長の成長速度分布を解析して表面反応速度に関する情報を抽出した、さらに反応器内

のマクロな成長速度分布から製膜分子種の拡散係数に関する情報を得、これらの解析から得た速

度定数を基にして、面積選択成長における組成・膜厚のマスクパターン依存性を精密に予測する

ことに成功し、本手法による光集積回路作製用計算機支援設計(TCAD)システム構築が可能である

ことを示した。 

 第二のグループ(田中グループ)は、「人工光磁性材料とスピン機能光デバイスの研究」を担当し

た。主な成果は、InP 基板上に III-V 族ベース四元混晶磁性半導体[(InGa)Mn]As をエピタキシャ

ル成長することに成功し、それがきわめて大きな磁気光学効果をもつ（MCD～400 mdeg）こと、キ

ュリー温度は 130 K に達することを示したことである。また、GaAs:MnAs ナノクラスター構造と

その多層膜の関連では、GaAs 中に MnAs ナノクラスターが埋め込まれた構造を形成し、その構造

や物性制御に成功し、III-V 族半導体ヘテロ構造との整合性がきわめて良好であることを示した

こと、MnAs 微粒子サイズが 10nm 以下では室温では超常磁性、10nm 以上では強磁性的振る舞いを

示すことを明らかにしたこと、室温で大きな磁気光学効果（ファラデー回転角 0.4 - 0.8 deg/μ

m）を得たこと、GaAs:MnAs ナノクラスターと GaAs/AlAs 多層膜分布ブラッグ反射鏡(DBR)を組み

合わせた多層膜を形成し、所望の波長の光を GaAs:MnAs 磁性層に閉じこめることによって、透過

で磁気光学効果がきわめて大きくなることを示したこと、GaAs:MnAs クラスターを用いた半導体

導波路型光アイソレータの提案、解析を行ったことも重要な成果として挙げられる。 

 第三のグループ(中野グループ)は、「人工光物性に基づくデジタル光デバイスの研究」を担当し

た。具体的には、量子井戸電界吸収光非線形性を利用した全光制御デバイス、MOVPE による AlN/GaN

多重量子井戸サブバンド間遷移全光スイッチ、量子構造を利用した半導体レーザの制御、全光論

理ゲートの試作開発、全光フリップフロップの試作開発、半導体能動導波路型光アイソレータの

提案と試作、の各項目につき研究を行った。その結果得られた主要な成果は、MOVPE 窒化物サブ
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バンド間遷移で世界 短波長(2.3μm)を得たこと、ICP エッチングによる低損失なハイメサ光導

波路の作製に成功したこと、半導体光アンプ(SOA)集積マッハツェンダー干渉計型全光論理ゲート

に関連して、一回の MOVPE 選択成長による作製に成功したこと、試作素子において消光比 20dB の

全光スイッチ動作を得たこと、スイッチングウィンドウ 28ps の高速動作特性を実証したことであ

る。さらに、方向性結合器(DC)および多モード干渉結合器(MMI)双安定半導体レーザ型全光フリッ

プフロップに関連して、全光セットリセットフリップフロップ動作に成功したこと、-10～0dBm

の低エネルギー動作が得られたこと、同素子を用いて 10ns から 200ns へのビット長変換動作実証

を行ったこと、が挙げられる。また，半導体能動導波路型光アイソレータに関連して、半導体導

波路における非相反損失シフトの観測に成功したこと、光アイソレータプロトタイプの試作を行

い±1kG の磁場印加で 9.3dB/mm の非相反損失を得たこと、が特筆すべき成果と言える． 

 第四のグループ(土屋グループ)は、「光物理と光システムの研究」を旨とし、他グループで行な

われているデバイス試作研究や物性研究に対して、システム応用的見地から指針を与えることを

目的とした。具体的には、超短光パルスの発生と DWDM 通信への応用、顕微ラマン分光法による光

通信用光素子および材料の解析、モード同期半導体レーザの物理と応用、電気光学・磁気光学プ

ローブを用いたマイクロ波・ミリ波回路計測技術、光ファイバ内パラメトリック過程の解明と応

用、光ファイバ無線技術、シリコンフォトニクス、の各項目について研究を行い所期の成果を得

ている。 

 第五のグループ(山下グループ)は、「光ファイバハイブリッドデジタル光デバイスとシステム応

用」を担当した。高効率・広帯域光ファイバ波長変換器を研究し、信号光にも励起光と同期した

変調をかける同期位相変調法という新しい波長変換技術を発明した。また、ファイバーブラッグ

グレーティング(FBG)を用いて１つの位相変調器を双方向で使う新しい構成を提案した。超広帯

域・高密度光ファイバグレーティングの研究では、グレーティングが書き込まれていない部分に

一様な紫外(UV)光を照射して多点位相シフト(MPS)を与えることにより、数 cm の長さのままで

SSFBG を高密度化する画期的な技術を開発した。さらに、UV 光照射の代わりに熱光学効果を利用

することにより可変にする研究も行った。他方、全光型半導体再生中継器に関しては、半導体レ

ーザの注入同期現象の閾値を調節することにより、波形が劣化した強度変調光を波形が等化され

た周波数変調光に変換し、さらに狭帯域光フィルタにより波形が等化された強度変調光を得るこ

とに成功した。また高速化を狙うために、２サイドモード注入同期法を提案し、実験により 5Gb/s

のランダムパターン信号の波形整形に成功した。多波長光ファイバレーザに関しては、波長間隔

が可変な多波長 Er ドープ光ファイバレーザを開発した。また短パルス発生のためにモード同期技

術と多波長技術とを組み合わせて、多波長モード同期光ファイバレーザを実証した。 後に、カ

ーボンナノチューブ(CNT)を用いたモード同期光ファイバレーザの研究を行い、利得が非常に高い

光ファイバ（長さ 2cm）と、高反射光ファイバミラーとの組み合わせにより、高繰り返し周波数(～

5GHz)受動モード同期光ファイバレーザを実現した。 

 本プロジェクト全体を通じて、スケーラブルなフォトニックネットワークを構築するために必

須のデジタル光デバイス、即ち光論理ゲート、光フリップフロップ、集積化光アイソレータの開

発に目途が立ち、デジタルフォトニクスの基礎が固められたと言える。 

４．事後評価結果 

４－１．外部発表(論文、口頭発表等)、特許、研究を通じての新たな知見の取得等の研究成果の状況  
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論文発表は英文103件、和文11件、そのうち招待されたものが夫々5件、1件、口頭発表(ポスタ

ー発表含む)は国際会議258件、国内会議256件、そのうち招待されたものが夫々43件、11件、特

許出願は国内11件、海外5件など国際的評価の高い学会誌や国際会議に多くの優れた研究成果が

発表されており、下記はその中でも特筆すべきもので、いずれも世界で初めて報告された独創的

な成果である。 

⑥ 人工光物性を実現するための単原子層MOVPE技術や集積プロセス技術及びTCADの作成 

⑦ MnAsをGaAs中に分散させた磁性半導体の研究とスピン光機能デバイスの研究 

⑧ 光デジタルエレクトロニクスの基本デバイスである全光論理ゲート、全光フリップフロッ

プ、半導体光アイソレータを実現 

⑨ ４次の光非線形性を用いて超短光パルスの発生、超高帯域パラメトリック利得の実現 

⑤ 高効率・広帯域光ファイバ波長変換器、超高帯域高密度光ファイバグレーティング等の実現  

４－２．成果の戦略目標・科学技術への貢献 

 本研究チーム成果の戦略目標「人工光物性に基づく新しい光子制御デバイス」及び科学技術へ

の貢献は下記の４点に要約することができる。 

① MOVPE におけるマスクの影響の実験的検証と結晶成長モデルの作成により、MOVPE 技術の

発展に大きな貢献をし、更に多層構造作成の際の界面急峻性を改善する MOVPE 法の確立に

よる技術的インパクト大。  

  ② III-V 族強磁性半導体(InGaMn)As を創成し、III-V 族半導体とその多層膜中に MnAs 強磁

性ナノ粒子を析出させそれによる磁気光学特性を示した研究の科学的技術インパクト大。 

         ③ 全光論理デバイス、全光フリップフロップ、光アイソレータの３基本デバイスの実現

による技術的インパクト大。 

  ④ オプティカルファイバの特性を生かした増幅器、フィルタ、レーザの実現等の技術的イン

パクト大。 

４－３．その他の特記事項 

 人工光物性としては III-V 族半導体の band-structure engineering だけでなく磁性半導体や光

ファイバ、カーボンナノチューブも含めて多様な特性を対象として全光論理ゲート、全光フリッ

プフロップ、光アイソレータ等デジタル光エレクトロニクスの基本デバイスの他、パラメトリッ

ク増幅器やフィルタを実現しており、所期の計画を達成し国際水準を越える研究成果をいくつも

上げた。スピン機能デバイス、非線形光学素子などのデジタルフォトニクスへの応用はこれから

の課題で、大きな発展が予測され、カーボンナノチューブを使用した短光パルスの発生等光ファ

イバを利用した新技術は企業化が期待できる。 

 本研究はデジタル光ネットワークの実現のため光デジタルデバイスの研究であるから、常にシ

ステム構成上、デバイス特性に要求される条件を勘案しながら、デバイスの研究を進めていく事

は当然であるが、一方全く新規なデバイスの発明により、現在想定されているデジタル光ネット

ワークとは全く異なるネットワーク構成の可能性探求も等閑視してはならない。 

 デジタルフォトニクスの実現は、所謂ITバブルの崩壊で産業界での研究開発がやや低調な状況

の中で、大学が将来に向けた基礎的研究を続ける意義は大きい。 

 受賞に関しては以下の通りである。 

・応用物理学会講演奨励賞、2001年3月、清水大雅［清水大雅､田中雅明､安藤功兒「半導体ベース
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１次元磁性フォトニック結晶における磁気光学特性の改善」2000年9月秋季第61回応用物理学会］ 

・日本応用磁気学会・学術奨励賞（武井賞）、2001年9月、清水大雅［清水大雅、宮村信、田中雅

明「半導体ベース磁性フォトニック結晶」、2000年9月日本応用磁気学会第24回学術講演会「ナノ・

メゾスコピック磁性体の構造と機能」シンポジウム］ 

・丸文研究奨励賞（丸文研究交流財団）、2002年3月、田中雅明、「半導体スピンエレクトロニク

スに向けた複合エピタキシャルヘテロ構造の創製」に関する研究業績。 

・応用物理学会講演奨励賞、2003年3月、竹中充［竹中充、中野義昭「方向性結合器双安定レーザ

構造を有する半導体全光フリップ・フロップの実現」、2002年9月秋季第63回応用物理学会］ 

・第17回「日本ＩＢＭ科学賞」、2003年11月、田中雅明、「磁性体/半導体ヘテロ構造のエピタキ

シャル成長とスピンエレクトロニクスへの展開に関する研究業績 

・応用物理学会講演奨励賞、2004年3月、C. カントゥーンキッティクル［チャイヤシットカント

ゥーンキッティクル、脇一太郎、霜垣幸浩、中野義昭「MOVPE成長AlN/GaN多重量子井戸における

1.55μmサブバンド間吸収の観測」、2003年8月秋季第64回応用物理学会］ 

・リボンアウォード(米Materials Research Society), 2004年12月，清水大雅 

H.Shimizu and Y.Nakano, "Fabrication of a TE mode semiconductor-waveguide-type optical 

isolator based on the nonreciprocal loss shift", Abstracts, MRS Fall Meeting, J4.7, p. 276, 

Boston, Massachusetts, November 29-December 3, 2004. 

 

研究課題別事後評価結果(H11年度採択 中村チーム) 

１．研究課題名 

  ナノサイズ構造制御金属・半金属材料の超高速光機能   

２．研究代表者名及び主たる研究参加者名（研究機関名・職名は研究参加期間終了時点） 

研究代表者：中村 新男 名古屋大学 大学院工学研究科 教授 

主たる共同研究者： 

 竹田 美和 名古屋大学 大学院工学研究科 教授 

井上 順一郎 名古屋大学 大学院工学研究科 教授 

村上 純一 産業技術総合研究所 つくばセンター 総括研究員 

３．研究内容及び成果  

本研究は、半金属と金属の量子サイズ効果に着目し、半金属/半導体ヘテロ構造の作製とその光

磁気機能、量子伝導機能の制御、および金属ナノ粒子と絶縁体の複合材料における非線形光学特

性の制御を目標として進められた。この目標達成のためにヘテロ構造の作製と物性評価およびナ

ノ粒子の合成と物性評価において、それぞれのグループが強く連携して研究を進めた。 

希土類-Ｖ族半金属/半導体へテロ構造の創製に関する研究では、有機金属気相エピタキシャル

成長（MOVPE）に用いる希土類原料の合成・高純度化の研究を行い、より高い蒸気圧が期待される

Er、Pr、Nd、Dy元素の有機原料を原料メーカーと共同で開発した。希土類有機原料は次々世代の

超LSIのhigh-k用材料にも使用されることから、これらの原料開発は半導体プロセス分野への貢献

も期待される。原子レベル成長制御の研究では、MOVPE法および分子線エピタキシャル成長により

岩塩型ErP、ErAs層を安定に成長させることが可能になり、サブML（原子層）から数MLの極薄膜の

成長制御と数10MLの平坦な膜成長に成功した。 
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ヘテロ構造の精密評価の研究では、極薄膜構造を評価する種々の手法に関する研究を進めた。

サブMLから30ML程度までのヘテロ層の組成、厚さ、界面構造、結晶構造を原子レベルで解析・定

量化するＸ線CTR散乱法、蛍光Ｘ線収量法、蛍光Ｘ線収量XAFS法を確立した。ナノプローブ顕微鏡

/分光によるヘテロ構造の局所的評価の研究では、サイズ分布の大きい自己組織化量子ドットのサ

イズ・形状とギャップエネルギーとの相関を走査トンネル顕微鏡（STM）による直接観察から明ら

かにした。さらに、単一量子ドットの表面ポテンシャル（仕事関数）をケルビン力顕微鏡で評価

することが可能になり、そのドットサイズ依存性を明らかにした。STMによる量子井戸界面構造評

価の研究では、多重量子井戸構造の断面構造を原子スケールで評価・解析することが可能になっ

た。特に成長グループと連携することによって成長中断時間など成長条件と界面構造との関係が

明らかになった。また、タイプⅡ半導体量子井戸構造において、タイプⅡのバンドアライメント

をSTM像の２次元マップとして観測することに成功した。 

 半金属/半導体へテロ構造の研究では、ErP、ErAsを量子井戸とする二重障壁共鳴トンネルダイ

オードの研究を進めた。半金属量子井戸の２次元成長技術の改善や界面の平坦化によって室温に

おいて正負バイアスに対して対称な負性微分抵抗を観測することに成功した。強い量子サイズ効

果によってバンド構造が半導体的になる半金属では、低電圧で駆動し、かつバイアス電圧に対し

て複数の負性微分抵抗特性を示す共鳴トンネルダイオードの実現が期待される。ヘテロ接合系の

理論研究では、接合における量子伝導特性、磁気抵抗効果の解明および現実的な電子状態を取り

入れた電気伝導度の量子論的計算プログラムコード開発を行った。半金属/強磁性金属接合系や半

金属/半導体接合系はこれまで理論的に論じられたことがなく、磁気抵抗効果や伝導特性において

バルクの電子状態からは予測できない新しい効果が現れることが初めて明らかになった。また、

希薄磁性半導体の強磁性発現機構を明らかにすることにも成功した。 

 金属ナノ粒子-絶縁体複合材料作製の研究では、量子サイズ効果が出現する金ナノクラスターの

合成・選別とその３次光学非線形性の増大化に成功した。表面プラズモン共鳴における局所電場

効果による増大化と同程度の大きさの増大化が量子サイズ効果によって得られたことから、本プ

ロジェクトの目標の一つが達成された。さらに、金クラスターと多孔質ゲルとを複合化すること

によってクラスターの構造と性質を失わずに固体化することに成功した。この金クラスター担時

複合材料は、触媒材料としても従来の 高性能とほぼ同等の高い特性を示すことから、非線形光

学材料以外の分野への波及効果が期待される。 

 高密度ナノ粒子材料の非線形性増大化に関する研究では、ナノ粒子密度を高密度にすることに

より発現するナノ粒子間相互作用が非線形性を増大させることを初めて示した。また、形状制御

された金属ナノ粒子の研究を行い、三角柱状の銀ナノプリズムにおける双極子モードと四重極子

モードの局所電場による増大因子を評価した。金ナノロッドでは長軸と短軸方向の非線形感受率

が強い異方性を示すことが明らかになった。異方的形状の金属ナノ粒子では局所的に光電場の強い

“ホットスポット”が発生するので、非線形光学材料のみならず近接場光学顕微鏡、ラマン散乱の

信号増大化への応用展開も期待される。 

 ３次光学非線形性の超高速時間応答の研究では、金属ナノ粒子のサイズとマトリックス材料の

選択により超高速応答が得られることを明らかにした。ブリージング振動というナノ粒子特有の

振動モードにより直接マトリックスへエネルギー移動する過程があることを本研究により初めて

見いだした。さらに、金属ナノ粒子複合材料を光スイッチなどに応用する場合に重要となる非線
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形屈折率の値とその応答時間を評価する研究を行い、金属ナノ粒子の誘電率が光により変化する

ことによって複合系の屈折率が変化することを初めて明らかにした。また、３次光学非線形性の

周波数応答の研究から、非線形感受率の実部、虚部の周波数分散は半導体系で見られる周波数分

散とは大きく異なり、ナノ粒子複合材料としての特徴を有することが明らかになった。 

４．事後評価結果 

４－１．外部発表(論文、口頭発表等)、特許、研究を通じての新たな知見の取得等の研究成果の状況  

論文発表は英文81件、和文13件、そのうち招待されたものが夫々1件ずつ、口頭発表(ポスター

発表含む)は国際会議40件、国内会議154件、そのうち招待されたものが夫々7件、8件など国際的

評価の高い学会誌や国際会議に多くの優れた研究成果が発表されており、下記はその中でも特筆

すべきもので、いずれも世界で初めて報告された独創的な成果である。 

特許出願は国内2件であるが研究が極めて基礎的でAuナノ粒子による非線形感受率の増大以外

は直ちに応用に結びつくものではないので止むを得ない。 

①半金属/半導体へテロ成長技術に関しては原料の開発と高純度化、並びに成長技術の確立、 

成長装置の改良、多層構造の実現、ヘテロ構造の評価。 

②量子ドットの高次機能制御についてはナノスケール物性評価法の確立とこれを用いた評価。 

③ヘテロ構造の光磁気機能制御については二重障壁共鳴トンネルダイオードの作製とその機能

評価、Fe マイクロマグネット/量子井戸ハイブリッド構造の実現。 

④ヘテロ接合系の理論についてはヘテロ接合系の電子状態と輸送現象の解明。 

 ⑤Auナノ粒子のサイズ縮小に伴う量子サイズ効果による非線形感受率の増大と応答時間の高速

化の達成。 

４－２．成果の戦略目標・科学技術への貢献 

 半金属/半導体へテロ構造については、希土類原料の開発・精製という点で大きな成果があった

が、成長、評価については当初目標を完全に達成するには至っていない。ErP磁気特性に関しては

着手するに至らなかったが今後に期待したい。また低抵抗の半金属で共鳴トンネル特性を得てい

る。もう一つの柱である金属ナノ粒子については、新規な手法でサイズ分離やコンポジットを作

ることに成功した点は評価できる。また、外部研究機関との共同研究により、量子サイズ効果、

高速応答などいくつかの新しい発見をした。走査トンネル顕微鏡などを駆使したナノスケールの

評価により半導体量子ドットの形状・サイズとギャップエネルギーの相関、半導体量子ドットの

仕事関数の測定、InGaAs／InPへテロ界面の 表面観察法の確立、タイプⅡ量子井戸のバンドアラ

イメントの２次元マッピングの成功などの科学的、技術的インパクトの大きい成果を得ている。 

４－３．その他の特記事項 

ErP/半導体へテロ構造という非常に興味深い材料に着目したが、期間内には期待したようなイン

パクトのある結果を出すことができなかった。新規材料ではこのようなことはあり得ることなの

でやむを得ないと考える。金属ナノ粒子については材料開発、評価に関し優れた成果が出ている。

ナノ構造の物性・構造評価についてはいくつかの興味深い発見をしており、積極的に評価したい。 

 

研究課題別事後評価結果(H11年度採択 覧具チーム) 

１．研究課題名 

  光・電子波束エンジニアリング   
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２．研究代表者名及び主たる研究参加者名（研究機関名・職名は研究参加期間終了時点） 

研究代表者：覧具 博義 東京農工大学 工学部物理システム工学科 教授  

主たる共同研究者：  

 三沢 和彦 東京農工大学 工学部物理システム工学科 助教授 

浅川 潔  フェムト秒テクノロジー研究機構 グループリーダー 

西 研一  日本電気(株) システムデバイス研究所 部長  

佐藤 幸紀 東北大学 名誉教授 

上田 潔  東北大学 多元物質科学研究所 教授 

大森 賢治 自然科学研究機構 分子科学研究所 教授  

３．研究内容及び成果  

本プロジェクトは、超短光パルスの内部位相を任意に制御して、フォトニクスの超高速性をよ

り多様に展開する新しい技術のコンセプト「波束制御エンジニアリング」を提唱し、その実現を

目指した。特に、内部位相を制御することによって単一光パルスに複数ビットの情報を担わせる

自由度の高い新しい光情報伝送方式の可能性を探索した。具体的には、光パルスと媒質のコヒー

レント相互作用を通じて量子波束を励起する過程を通じて光パルス内部位相の記憶・検出・制御

などの機能を実証することを目標にした。 

位相制御光源・位相検出分光などの要素技術の開発、および凝集系と気相における量子波束形

成・制御の実証にわたる研究成果は以下に要約される。 

なお、プロジェクト期間中に６件の特許出願を行い、うち２件は既に成立している。 

１）位相制御光源システムおよびデバイス (農工大 G) 

フェムト秒パルスレーザー光源に、位相変調器、位相解析器を組み合わせたフィードバック制

御システムにより、0.8μm 帯、および 1.1～1.6μm 帯可変波長フェムト秒位相制御光源システム

を開発し安定なルーティン稼働を実現した。任意の位相プロファイルを付加できるプログラマブ

ル性が特徴である。特に波長可変位相制御光源は、化学・バイオの領域からも強い関心を集めて

いる。 

また、応用上重要なチャープ制御に特化した位相制御器として、コンパクトで光学損傷しきい

値が高いチャープ可変デバイスを開発し特許を取得した。安定でシステムの大幅な小型化を可能

にするため、複数の外部機関の依頼で協同研究に供している。 

２）光位相検出分光法の開発 (農工大 G) 

超短光パルスと媒質との相互作用により生じる光パルス内の非線形位相シフトを波長分解かつ

フェムト秒域時間分解で測定する偏光分割フェムト秒サニャック型干渉計を開発し特許を取得し

た。高安定で、従来方式に較べて１０４倍の大幅な感度向上を達成したほか、この分野の装置とし

て異例のコンパクト性と可搬性を実現した。これをキーデバイスとした極限的フォトニック量子

制御の協同研究が開始されている。 

従来の光パルス位相検出方式は、複数パルスについて平均化された位相しか検出できないが、

時系列でランダムな位相情報を持つパルス列からの検出には、単一パルスの位相測定が必須であ

る。そこで、スペクトル領域干渉計とストリークカメラを組み合わせて、フェムト秒光パルスの

GHz レベルの高速繰り返し動作単一ショット位相検出方式を初めて実現した。 

３）波束励起のための半導体ナノ構造（農工大 G＋NEC・FESTA G） 
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量子波束の形成のためには、単一準位から複数準位への、波動関数の重ね合わせ状態の励起が

必要である｡単純な量子井戸構造のバンド間遷移選択則を改変して多準位励起を可能にする非対

称階段型量子井戸（Asymmetric Stepped Quantum Well: ASQW）構造を提案・試作し、変調反射分

光測定により意図した選択則改変を確認した。この ASQW 構造は高効率テラヘルツ波発生などへの

応用も期待される。 

また、チャープパルスによる多準位系励起の理論解析により、励起がチャープの方向と大きさ

に強く依存する現象を見いだし、ASQW によるチャープ検出の可能性を示した。 

４）凝縮系媒質における量子波束の誘起と検出(農工大 G) 

チャープ制御パルスをシアニン色素分子に照射してその蛍光強度のチャープの方向および大き

さへの依存性を見出した。この、光パルスの位相情報を蛍光の振幅に変換する「振幅位相変換機

能」のダイナミックスを理論解析により説明した｡ 

量子波束の時間発展を完全に可視化すれば、位相制御光パルスで媒質中に書き込んだ情報を

大限抽出できる。そこで、量子波束の振幅・位相情報を直接読み出すラピッドスキャン型分光測

光装置（Rapid-scanning multi-channel spectrometer；RSMCS）を開発し、シアニン色素分子 DTTCI

における量子波束の実時間観測に成功した。ポテンシャル中を往復する量子波束を時分解かつエ

ネルギー分解で可視化したもので、凝集系での実証は世界で初めてである｡これは、本プロジェク

トの中心課題である「波束制御エンジニアリング」の可能性を実証したもので、また、開発した

RSMCS は、今後の量子波束研究を大きく加速するものと期待される。 

５）分子気体における核波束のコヒーレント制御 (東北大 G) 

二連光パルス間の遅延時間をアト秒レベルの前例のない高精度で制御する精密光干渉装置（ア

ト秒位相制御装置；APM）を実現した。この二連パルスを HgAr 分子に照射して、二つのパルスが

励起する分子核波束の間でコントラストほぼ 100％の物質波干渉を観測した。これは、光位相に

よる分子核波束の精密制御を実現したもので、分子の光位相量子メモリー機能の原理実証でもあ

る。この成果は、多数分子のアンサンブルに対して高コントラストの量子干渉を実現した点で、

国内外で高く評価されている。さらに、Ｉ２分子を用いて、分子波束の生成制御過程の実時間観測

にも成功した。 

また、強いレーザーパルスによる多光子イオン化によって希薄気体中の原子から放出される“光

電子波束”の位相制御を追求した。位相制御光源からの二連パルスを Xe 原子気体流に集光し、Xe

原子の５光子イオン化によって放出される光電子強度の位相変調を観測し、位相制御光源が持つ

位相特性が、光電子波束の位相特性に鋭敏に反映されることを示した。これは、光位相を伝達・

中継する媒体として光電子を利用する技術や高次非線形過程を用いた新たな光源（例えば超短パ

ルス光源や軟Ｘ線光源）への展開が見込まれる。 

４．事後評価結果 

４－１．外部発表(論文、口頭発表等)、特許、研究を通じての新たな知見の取得等の研究成果の状況  

論文発表は英文34件、和文7件、口頭発表(ポスター発表含む)は国際会議43件、国内会議55件、

そのうち招待されたものが夫々18件、2件、特許出願は国内6件、海外2件など国際的評価の高い

学会誌や国際会議に多くの優れた研究成果が発表されており、下記はその中でも特筆すべきもの

で、いずれも世界で初めて報告された独創的な成果である。 

①位相制御フェムト秒光パルス光源、位相制御デバイスの実現 
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②フェムト秒光位相検出分光技術の確立 

③独自の半導体ナノ構造の設計、製作、評価 

④凝集系での量子波束の生成、検出 

⑤アト秒精度の分子核波束の生成、制御、検出 

⑥分子の内部量子状態を用いた光位相敏感メモリーの提案と実証 

４－２．成果の戦略目標・科学技術への貢献 

 波束制御エンジニアリングとして光波の位相制御を行い、その位相情報を物質内の量子波束に

転写し、それを読み出す実験に成功し、当初の研究構想を満足するものである。本研究の遂行

に関連し、光の位相制御、検出に関する実用的な装置を考案試作し、他研究チームにも提供し

たこと、アト秒精度での分子波束の生成、制御・検出を行い、振動固有状態間に生ずる Ramsey

振動の位相のずれを観測したこと、光位相による光電子波束の制御において、４次、５次の

interferogram を初めて観測したことは当初の期待以上の成果である。 

 波束制御エンジニアリング、即ち光波の位相制御をし、この物質内の量子波束に転写し、また

これを読み出すという基本概念自身が特許出願されていることから明らかなように、本チーム

の独創によるものであり、科学的、技術的インパクトは大きい。又、それと共に実用的なチャ

ープ可変装置、偏光分割サニャック干渉計、ラピッドスキャン型マルチチャンネル波束測定装

置を考案、完成した技術的インパクトは大きい。更に物質内の量子波束を利用した光位相敏感

メモリーの発展も期待できる。 

４－３．その他の特記事項 

  超短光パルスに位相情報を書き込み、その光パルスをパケットとして通信に使うというアイ

ディアは独創的、挑戦的で高く評価できる。位相制御パルス光源と位相検出分光について原理

実証に成功し、さらに凝縮系と希薄分子系において光パルス位相の転写と波束の観測に成功し

た。また研究の過程でフェムト秒位相制御光源、チャープ位相制御素子、高精度のサニャック

干渉計など画期的な技術を開発し、特許を積極的に出願した。これらの成果はいくつもの他研

究グループに大いに活用されている。このように、当プロジェクトは光・電子波束の位相を制

御するという所期の目的を原理レベルでは十分に達成したということができる。 

 
Ｈ１２年度チーム事後評価結果 

１．研究領域の概要 

 電子や光子等の静的、動的特性を制御することで、新しい機能を発現しうる技術の可能性を

探索する研究を対象とするものです。具体的には、信号の発生、増幅、処理、変換等の機能を

発現させるための物理的、化学的メカニズムや、その実現に向けた技術的可能性の探索を行う

研究等が含まれます。特に、界面を含む物質内部、表面における電子や光子等に関する量子力

学的現象の発見、解明、利用およびその具体化のための材料、構造作成技術の研究等が含まれ

ます。 

２．事後評価の概要 

２－１．評価の目的 

 研究の実施状況、研究成果、波及効果等を明らかにし、今後の研究成果の展開及び事

業の運営の改善に資すること。 
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２－２．評価対象研究代表者及び研究課題 

（１）鈴木 義茂（大阪大学大学院基礎工学研究科 教授） 

   固体中へのスピン注入による新機能創製 

（２）中村 和夫（物質･材料研究機構 若手国際研究拠点 副センター長） 

量子暗号の実用化を可能にする光子状態制御技術 

（３）野田 進（京都大学大学院工学研究科 教授） 

   フォトニック結晶による究極の光制御と新機能デバイス 

（４）花村 榮一（千歳科学技術大学光科学部 教授） 

   強相関電子系ペロブスカイト遷移金属酸化物による光エレクトロニクス 

２－３．実施時期 

    平成１７年１２月１日（野田チーム） 

    平成１８年１月２５日（鈴木チーム） 

    平成１８年１月３１日（中村チーム） 

    平成１８年２月１０日（花村チーム） 

２－４．評価方法 

  研究総括、領域アドバイザーが評価者を務め、予め研究チーム作成の報告資料に目を通し、

研究課題ごとに評価者が研究代表者、主たる共同研究者にヒアリングを行い、その後評価者が

各自独自に事後評価票を作成し、研究総括がそれらをまとめ全評価者の合意を得た。 

２－５．評価項目及び基準 

(イ) 外部発表(論文、口頭発表等)、特許、研究を通じての新たな知見の取得等の研究成果の状況 

(ロ) 得られた研究成果の科学技術への貢献 

２－６．評価者 

研究総括    菅野 卓雄 学校法人 東洋大学 理事長 

領域アドバイザー  

青野 正和 物質・材料研究機構 ナノマテリアル研究所 所長 

            池上 徹彦 会津大学 学長 

            伊藤 良一 東京大学 名誉教授 

            川辺 光央 物質・材料研究機構 ナノマテリアル研究所 特別研究員 

            後藤 俊夫 中部大学 総合工学研究所 所長   

坂本 統徳 産業技術総合研究所 広報部次長   

            堀越 佳治 早稲田大学 理工学部 電気・情報生命工学科 教授 

 
研究課題別事後評価結果(H12年度採択 鈴木チーム) 

１．研究課題名    固体中へのスピン注入による新機能創製   

２．研究代表者名及び主たる研究参加者名（研究機関名・職名は研究参加期間終了時点） 

研究代表者：鈴木 義茂 大阪大学大学院基礎工学研究科 教授  

            産業技術総合研究所エレクトロニクス部門 客員研究員    

主たる共同研究者： 

 湯浅 新治 産業技術総合研究所エレクトロニクス部門 グループリーダー 
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長濱 太郎 産業技術総合研究所エレクトロニクス部門 主任研究員 

久保田 均 産業技術総合研究所エレクトロニクス部門 主任研究員 

福島 章雄 産業技術総合研究所エレクトロニクス部門 主任研究員 

大谷 義近 東京大学物性研究所教授、理化学研究所量子ナノ磁性研究チーム リーダー 

宮﨑 照宣 東北大学大学院工学研究科 応用物理学専攻 教授 

安藤 康夫 東北大学大学院工学研究科 応用物理学専攻 助教授 

白石 誠司 大阪大学大学院基礎工学研究科 物質創成専攻 助教授 

水口 将輝 大阪大学大学院基礎工学研究科 物質創成専攻 特任助手   

３．研究内容及び成果 

 本チームに於いては電子の電荷のみならずスピンを利用した新たなエレクトロニクスの確立を

目指し固体へのスピン注入による新機能の創成の研究を鈴木・長濱グループ、大谷グループ、宮

崎グループの3グループ編成で遂行した。 

  ① 鈴木・長濱グループでは電子のコヒーレントなスピン依存伝導およびスピン注入トル

クの制御により新機能素子を創出することを目的として研究が行なわれた。まず、高度な電子

の伝導性を制御するために鉄およびコバルトの単結晶を電極とするトンネル磁気抵抗素子を世

界で初めて作製し、電極を単結晶鉄の超薄膜とした素子においてトンネル磁気抵抗効果の大き

さがバイアス電圧に対して振動的に変化する「スピン依存量子サイズ効果」を発見した。さら

に、コバルト単結晶電極とアルミナバリヤ層の間に単結晶銅スペーサー層を挿入することによ

りトンネル磁気抵抗効果が大きさがスペーサー層の膜厚に対して振動する「スピン偏極共鳴ト

ンネル効果」を発見した。この効果の発見により強磁性ベース層のスピン偏極量子準位を利用

する共鳴トンネルスピントランジスタが原理的に実現可能であることを初めて示した。さらに

層状反強磁性を示す単結晶クロムを電極とした場合、トンネル磁気抵抗効果の大きさがクロム

層の膜厚に対して２原子層の周期で振動することを見出したが、クロムを電極としたトンネル

素子ではトンネル磁気抵抗効果が電極表面の１原子層のスピン偏極の方向によって決められて

いことを示すものである。以上の事実は、コバルトや鉄などのΔ1 電子(電極表面に垂直な軸に

よる任意の角度の回転に対して不変な波動関数を持つ電子)を持つ電極では電極全体に拡がっ

たΔ1 電子がスピン依存伝導を担っていること、一方で、クロムのようなΔ1 電子をフェルミエ

ネルギー近傍に持たない電極では、電子が電極表面１原子層で散乱されることにより伝導が生

じるためにスピン依存伝導性が表面１原子層に非常に敏感になっているものとして統一的に理

解されることを示したもので、以上の一連の実験によりアモルファスアルミナをバリヤ層とす

るトンネル磁気抵抗素子のスピン依存伝導機構にかなり明瞭な知見を与えることに成功した。 

 更にスピン偏極共鳴トンネル効果を利用したトランジスタを実現するために、二重バリヤ構

造を作製し、上下および中間層からそれぞれ電極を取ることを試み、一部ウエットエッチング

を併用することにより 3 端子構造の作製に成功し、それぞれの電極間でトンネル磁気抵抗効果

を確認している。3 端子素子としての挙動は中間層(ベース)の抵抗を考慮することによりモデ

ル化された。一方、走査型トンネル顕微鏡の測定結果からアモルファスアルミナバリヤ上の鉄

は粒状に成長することが見出され、増幅作用を示すトランジスタの作製には平坦性の良い超薄

中間層の成長技術を開発する必要があることを明らかにした。 

 また鉄コバルト合金層の間に銅のスペーサーを挟んだ巨大磁気抵抗素子を作製し、スイッチ



 83
 
 

ング時間が 200psec 以下と言う超高速スピン注入磁化反転を実現し、マグネシア(MgO)をバリヤ

層とするトンネル磁気抵抗素子においてもスピン注入磁化反転を実現しているが、本結果は、

スピン注入により情報の書き込みを行う次世代の磁気 RAM(MRAM)が実現可能であることを示す

ものである。 

 次いでスピン注入磁化反転素子における電流電圧特性の非対称性を利用してマイクロ波を整

流することを試み、外部磁場などでフリー層の磁化と固定層の磁化に適当な角度を持たせてマ

イクロ波電流を導入すると、その周波数がフリー層の磁気共鳴の周波数と一致したときに磁気

共鳴が誘起されることを発見した。この磁気共鳴によりフリー層の磁化が大きな歳差運動をし、

マイクロ波電流が固定層からフリー層に向かって流れる瞬間には磁化が反平行に近づくために

抵抗が大きくなり大きな電圧が発生し、その逆に、電流がフリー層から固定層に向かってに流

れる瞬間には磁化が平行に近づくために抵抗が小さくなり、発生する電圧は小さくなり、共鳴

周波数において電圧が発生することを見出しスピントルクダイオード効果と名づけた。発生す

る電圧は印加電圧の二乗に比例し、二乗検波特性を示す。簡単な理論的考察から発生電圧はス

ピン注入磁化反転に必要な電圧に反比例することを示し、さらに、スピン注入磁化反転に必要

な電圧が 25mV より小さくなるとこの素子の特性は半導体ダイオードを上回る可能性があるこ

とを見出し、この素子を基礎として、今後、スピントルクトランジスタといった能動素子も実

現可能であると考えられることを示した。 

② 大谷グループでは、主にスピン注入磁化反転やスピンの拡散伝導に着目して 2 次元ナノ

スケール素子あるいは 3次元ナノピラー構造を用いた実験的また理論的な研究を行い、非局所手

法を用いた 2 次元スピン注入デバイスを用いて電荷の流れていない領域にスピン流を定常的に

誘導する方法を確立した。この手法をホール効果測定に応用し、スピン流から生じる非局所ホー

ル効果の測定に成功した。また、非局所手法を用いて非磁性細線中に誘起されるスピン流の 3

次元分布を計算する手法を確立し、電流から分離されたスピン流のみによって生じる磁化反転素

子の設計と作製を行い、電荷流を含まないスピン流のみによるパーマロイ(Py:Ni80Fe20 合金)微

粒子の磁化反転に成功している。 

それぞれの研究の詳細は以下の如くである。 

非局所ホール効果測定には非磁性体銅クロス構造と強磁性Py細線から成る素子を作製して

ホール電圧の測定を行った。電荷の流れを含む電流は銅細線の一部分を流れるため、Py 細線を

境に他方の銅細線部分には電流は流れず、アップとダウンのスピン流が拡散的にお互い向きを

異にして流れるが、スピン流が生じている領域に非磁性不純物によりスピン軌道相互作用が生

じると、両スピン流の軌道を同じ方向に曲げることになり、スピン量子化軸がデバイスの基板

面に垂直の場合のみ横方向電圧が誘起されること、磁場を垂直に印加した場合に非局所ホール

抵抗が観測されること、また、磁場を面内に制限して、Py 細線に対して平行あるいは垂直方向

に印加するとホール抵抗は観測されないことを見出している。次に、純度の高い銅細線を用い

て同様の実験を行ったところホール抵抗は消失してほとんど観測されないので、この結果はこ

の現象が不純物によるスピン軌道相互作用に起因すると考えられること、また、散乱方向がス

ピン流の方向と量子化軸との外積により決定されるという定性的な解釈と符合することも明ら

かにした。 

このようなスピン注入素子を設計し実験する上で、素子中のスピン流の分布を詳細に理解す
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る必要があるので、スピン緩和の度合いの指標となるスピン流に対する抵抗（スピン抵抗）の

概念を導入した 3 次元のスピン流分布の数値計算手法を確立した。計算手法の正当性を確かめ

るために一対の強磁性細線とそれらを橋渡しする非磁性細線から成る面内スピンバルブ素子中

のスピン流分布の計算を行い、その結果、スピン流は一方の強磁性スピン注入端子から注入さ

れ他方の検出端子へと銅細線中を電荷の流れを伴わずに伝播することを見出し、スピン抵抗の

小さい強磁性検出端子に、スピン流が吸収されることにより銅細線中の分布は変化することを

示している。これは、強磁性体がスピン流を吸収し内部でスピン緩和（スピントランスファー）

を促進することを意味し、強磁性体を微小にするとスピン流の吸収によって磁化反転を誘起で

きることが予想されることを意味する成果である。 

このことを考慮して、上述のスピンバルブ素子の注入源を Py パッド、スピン流を運ぶ銅細

線を銅クロス、検出強磁性細線を Py 微粒子（幅 50nm×長さ 150nm×厚さ 30nm）に置き換えた

磁化反転素子を作製し、Py パッドから電流を流すと銅クロス位置から Py 微粒子に向かってス

ピン流は拡散的に伝播し、微粒子に吸収されるので、金細線を磁化状態検出用の端子として微

粒子に接触させ、通常の非局所スピンバルブ抵抗を測定すると微粒子とスピン注入パッドの相

対的な磁化状態に対応して明瞭な非局所スピンバルブ抵抗曲線が観測され、変化の大きさ 0.3m

Ωを実測し、次に、初期状態として微粒子の磁化とパッドの磁化が反平行の状態で、磁場の代

わりにパルス状の印加電流を増大させて行くと負の印加電流（約－12ｍA）において非局所スピ

ンバルブ抵抗に大きな変化を観測し、この変化量が前述の磁場印加によって生じる抵抗変化と

一致することからスピン流のみによって磁化反転が生じることを検証することに成功している。 

更に、スピン注入効率を増大させるために接合間のスピン抵抗を考慮した拡散伝導の 2 電

流モデルを提案し、このモデルを用いて、3 次元スピン流分布を可視化する簡単な計算手法を

確立し、効率的なスピン注入磁化反転を誘起するデバイスを設計した。 

一方、ナノピラー磁化反転素子については、再現性良い実験結果を得ることの出来るナノ

ピラー構造の作製手法を確立し、更に上述の計算結果を利用して素子作製と詳細な実験を行い、

上部電極のサイズや材料を 適化することによりスピン流を増大することが出来ることを実験

的に検証した。その他、スピン流によって生じる磁化の不安定性について理論研究も行った。

その結果、一様磁化状態であってもスピン偏極電流を流すことにより、スピン波が励起され、

磁化状態の不安定化が引き起こされること、引き続きこの状態にスピン偏極電流を流し続ける

と、磁壁が核発生することを新たに発見した。更に、この理論解析を磁気渦構造についても適

用した結果、磁気渦はローレンツ力のように渦中心の磁化ベクトルとスピン偏極電流ベクトル

の外積で得られる方向に力を受けて運動することを見出した。このことを実験的にも検証して

いる。 

③ 宮崎グループでは、非磁性体/強磁性体/非磁性体（N/F/N）の接合における，強磁性体

の才差運動に伴うスピン流の発生，伝搬の現象であるスピンポンピングに関する研究が行なわ

れた．強磁性共鳴（FMR）スペクトルの線幅（スペクトルのピーク間の幅）から Gilbert のダン

ピング定数を精度良く算出する手法を提案し，F のダンピング定数は N に大きく依存すること

を見いだし、この現象は強磁性体の才差運動によりスピン流が非磁性体内に伝搬し，非磁性体

内におけるスピン蓄積とスピン緩和が実現されていると解釈するスピンポンピングの効果とし

て説明することに成功した．また強磁性の才差運動の減衰を直接的に観測するために，ポンプ
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プローブ法を応用した高速磁化測定装置を構築し，上記試料におけるスピンポンピングによる

磁気緩和の増大現象を直接的に観測することに成功し、スピン流による新機能創製に関するそ

の後の研究に多大な貢献をした。本研究ではさらにスピン流の伝搬によるノンローカルな効果

を期待し，N/F/N1 積層膜および N/F/N1/N2 積層膜（N1，N2 は非磁性体）における N1 内のスピ

ン流の伝搬および N1/N2 界面におけるスピン緩和に伴う F のダンピング定数の変化を調べ、N1

の膜厚が十分薄い領域では両積層膜間のダンピング定数は N2 に依存した値を示し，N1 の膜厚

を厚くするに従い両者の差は緩やかに減少すること、これは N1 内のスピンの伝搬によって

N1/N2 界面における緩和を F 層がノンローカルに影響を受けた結果であることをスピンポンピ

ングの理論と比較して定性的に示している。さらに F層のダンピング定数の N1 膜厚依存性から

N1 内のスピン拡散長を求め，N1 が Cu の場合にスピン拡散長は室温で約 400 nm，低温で約 1000 

nm に達することを示しているが、これらはスピン注入による高周波デバイス応用に際してスピ

ン流の影響を示した重要な成果である． 

４．事後評価結果 

４－１．外部発表(論文、口頭発表等)、特許、研究を通じての新たな知見の取得等の研究成果の状況  

高密度、低消費電力の不揮発性メモリという重要デバイスへの応用を見据えて、この方向の基

礎的データを積み上げつつ、物理学的に意味のある多くの新しい知見と成果を得ている。論文発

表は英文95件、和文22件、口頭発表(ポスター発表含む)は国際会議126件、国内会議173件、その

うち招待されたものが夫々36件、2件、特許出願は国内4件、海外2件などをおこない、Nature、

Science、Physical Review Letterなど国際的評価の高い学会誌や国際会議に多くの優れた研究

成果が発表されており、新しい材料の開発によってスピン注入ＭＲＡＭの応用に見通しがつけら

れたことは大きな成果である。その他スピンダイオード、これによるマイクロ波発生、スピンポ

ンピング、スピン流の分離とその基礎研究など、本研究の成果をベースに応用研究、新しいスピ

ン物性に関する基礎研究など新しい展開が期待できる。下記はその中でも特筆すべきものを列挙

したもので、いずれも世界で初めて報告された独創的な成果である。 

① スピン依存トンネル効果を大きくするためにトンネル構造、特にトンネル絶縁膜と電極との界

面の凹凸や、トンネル絶縁膜の特性のゆらぎの影響を実験的、理論的に明らかにした。その結果、

トンネル絶縁膜をアモルファスＡｌ2Ｏ3 より単結晶ＭｇＯに変えることにより１３０％を超え

るトンネル抵抗比と２００ps 以下の高速でのスピン注入による磁化反転を実証した。 

② スピン注入磁化反転を実験的に検証するために高品質なナノ・ピラー素子の作製技術を確立し、

スピン注入効率を増大させるためにスピン反転抵抗による拡散伝導の２電流モデルを提案した。 

③ ＳＴＭ、conductive－ＡＦＭ、ＩＥＴＳ（Inelastic Electron Tunneling Spectroscopy）を

用いたトンネル接合の界面評価技術を確立した。 

なお 

a. スピン依存共鳴トンネル効果、スピントルク・ダイオード効果とこれによるマイクロ波の発

生、スピンポンピング効果の発見, 

b. 非局所手法を用いて電荷流とスピン流を分離しスピン流のみによる磁化反転の誘起に成功し

たこと, 

は当初予期していなかった成果である。 
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４－２．成果の戦略目標・科学技術への貢献 

科学的にはスピン注入現象、スピントルク効果、スピン流注入などスピンエレクトロニクスに

関する物理現象の発見､検証を目標に所期の予想以上の成果を挙げ、技術的には、近未来の応用と

してはＳＲＡＭ、ＭＲＡＭ、比較的将来の応用ではスピントランジスタ（３端子）への応用など

を見据え、重要な成果を出し、スピンエレクトロニクスの基盤となる貴重な研究成果であり、今

後の実用化が期待される。スピンエレクトロニクス分野の発展に大きく貢献するものであり、科

学的にも、技術的にもインパクトはかなり高いと思われる。特に 

① スピン偏極共鳴トンネル効果の発見によるＭＲＡＭの特性向上への技術的インパクト大、 

② トンネル絶縁膜をＭｇＯにし、且つ電極を単結晶化することにより大きなＴＭＲを得た技術

インパクト大、 

③ 非局所注入により電荷流とスピン流を分離して、スピン流のみによる磁化反転を誘起した科

学的インパクト大、 

④ 上記手法を用いた微小磁気ディスク内の磁化状態の実測の技術的インパクト大、 

である。 

４－３．その他の特記事項 

プロジェクト発足当初はまだ十分に展望が明らかでなかった「スピンエレクトロニクス技術」

に関して、様々な新現象、新機能を発明・発見し、次世代のエレクトロニクス技術として有望な

ことを示した貢献は大きい。 

特に単結晶を用いたトンネル素子によるスピン偏極共鳴トンネル効果による大きなＴＭＲは今

後のＨＤＤ磁気ヘッド、ＭＲＡＭの微細化、スピンＲＡＭの開発に大いに貢献すると思われる。 

非局所注入手法による電荷流からスピン流を分離することによりスピン流に実証がなされ、今

後スピン注入による物理の発展に寄与すると期待できると共に、これから本格的にスピン流の研

究に取り込むことにより電流を注入しない、極低消費電力メモリの実現も夢ではないと期待され

る。 

受賞については、宮﨑照宣、第５回山崎貞一賞、“トンネル磁気抵抗素子の応用に関する研究”

(平成 17 年 11 月 18 日)が挙げられる。 
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３．研究内容及び成果 

本チームは現在の量子暗号システムをより広範に実用化して行く上で、量子中継などの量子絡

み合いを利用する技術が重要となり、そこに研究の主眼を置いた。これは量子暗号を量子情報通

信システムとして見直してみると、送信部における量子状態の生成技術、通信路における制御・

変換技術、受信部における検出技術など各要素基盤技術の高度化が必要になることを意味する。

これにより、量子情報全体の技術のレベルアップも期待される。 

本チームでは各要素基盤技術を各グループの保有するポテンシャルを使い、種々の手法で高度

化を行った。また同時に、研究の途上で得られた成果をベースに量子暗号システムの実証実験に

関するテーマもその後の展開として追加した。 

(1) 送信部での量子絡み合いの生成技術 

 ①量子状態トモグラフィーによるフェムト秒短パルス励起で量子絡み合い光子対の高効率生成

技術（従来のタイプII結晶より高効率）（NEC筑波）、②フォトニック結晶ファイバを用いた量子絡

み合い光子対の生成技術（結晶を用いる方法よりも高photon flux）（マックスプランク）、さらに

③３光子の多光子量子絡み合いを生成する光子源技術の実現（東大）にも成功した。 

フォトニック結晶ファイバ光源は発生する絡み合い光子対の波長相互に違いが有り、片方を単

一光子源とする量子暗号などに応用されて行くであろう。また、多光子絡み合い技術は前者の技

術との組合せでさらなる高度化が可能であり、また種々の量子プロトコルへの応用も期待される。 

(2) 通信路での量子状態の制御・変換技術 

①量子状態を制御する量子操作（量子チャネル）の評価技術（2ビット操作のビームスプリッタ

で新たな知見）（NEC筑波）、②量子インターフェースやゲート操作へ向けた単一量子ドットの分光

研究と低温・強磁場環境での近接場顕微鏡開発（NEC筑波）、③量子情報源符号化と量子通信路符

号化技術（シャノン限界を超える世界初の実証実験）を実現（NICT）しており、さらに④量子絡

み合いのコヒーレント状態への拡張（玉川大）や量子絡み合いの定量化と劣化の回復に関する理

論的成果（有名な未解決問題の一つの解決を含む）（NEC筑波）を得た。 

 これらの技術はいずれも量子状態の制御・変換に関する重要な基盤技術であり、今後のこの分

野の発展に大きなステップとなる。 

(3) 受信部での量子状態の検出技術 

①低ノイズ・高感度な光子検出器の開発（従来より1桁以上の高性能）（NEC筑波）、②真空に感

度を有する新たな光子検出技術（従来の検出器が吸収過程を用いるのに対し、誘導放出過程を初

めて用いる）（NEC筑波）、③量子暗号の安全性保証や光量子計算へ繋がる光子数識別器の開発（他

と比べ総合性能と汎用性で優る）（NICT）、④量子絡み合い状態の干渉や位相を観測する新たな検

出技術の開発に成功（東大）した。 

 これらの検出器は実用システムへ搭載したり、新たな量子情報研究用として用いられたりと各

場面に応じて使い分けられて行くものである。今後、検出技術もその価値が認められて行くと期

待され、また本プロジェクトで量子情報の広い範囲に渡る基盤技術が育成されたことが判る。 

(4) 量子暗号システムの実証実験 

  本テーマは研究途上で加えられたもので、本研究での成果をベースに短距離ではあるが、従来

のシステムと比べ、高性能でより実用化に近いシステムの実現を目指したものである。①高性能

単一光子検出器を用いた量子暗号システム（世界 長150km伝送）（NEC筑波）、②量子絡み合い光
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子対の片方の受信信号を伝令信号とした量子暗号システム（東大）、③コヒーレント光通信による

新量子暗号システム（多値強度変調方式）の開発（玉川大）にそれぞれ成功した。 

  前者２つは光源が異なるが同じ単一光子による量子暗号である。特に１番目は単一光子を用い

た量子暗号の実用性を大きく前進させるものとなっている。また３番目はコヒーレント光を用い

た原理の異なる量子暗号であり、安全性の証明に関してはまだコンセンサスが得られていないが、

用途によっては従来の単一光子量子暗号と棲み分けることも考えられる。 

以上、示した様に、本プロジェクトでは量子情報の重要な要素となる基礎基盤技術の他、実用

化に近いシステムまで含め、広範な量子情報技術をテーマにし、その全体の技術的レベルアップ

に大きく貢献した事を強調しておきたい。 

４．事後評価結果 

４－１．外部発表(論文､口頭発表等)､特許､研究を通じての新たな知見の取得等の研究成果の状況  

量子エンタングルメントが、暗号通信の分野で実際に有用に機能することを実証したことは、

今後のこの分野の研究の発展に貢献する基盤的研究であって成果の学問的、および応用上のイン

パクトは極めて大きい。技術的な面では各要素技術はそれぞれ有用な応用分野を含んでおり、今

後中継なしの通信システムとしての具体的応用は勿論、分光学や物性研究の手段の提供など色々

な分野に応用されるであろうという意味でも貢献は大きい。 

論文発表は英文167件、和文30件、口頭発表(ポスター発表含む)は国際会議114件、国内会議192

件、そのうち招待されたものが夫々21件と16件、特許出願は国内1件など国際的評価の高い学会

誌や国際会議に多くの優れた研究成果が発表されており、下記はその中でも特筆すべきもので、

いずれも世界で初めて報告された独創的な成果である。 

①高絡み合いパルス光子対源、光子対を利用したプロセストモグラフィーによるゲート評価法

の開発、真空ゆらぎに感度のある測定の実証、近赤外単一量子ドットの励起子分光評価技術

の開発、相対エントロピーに基づく絡み合い定量化、高次元の絡み合い回復可能条件の理論、

単一光子１５０km伝送実証の成功。 

②高効率ＰＣファイバを用い、量子絡み合い光子対光源開発の成功。 

③３光子量子絡み合いＷ状態の高効率生成に成功し、伝令光子信号を用いた Quantum Key 

Distributor の実証。 

④強度変調による新しい光通信量子暗号の考案。 

⑤量子通信路符号化、量子情報源符号化の原理検証、シャノンの理論限界を超える実証実験。

通信波長光子数識別器の市販の半導体素子を用いた実現。 

４－２．成果の戦略目標・科学技術への貢献 

量子中継という点からは現時点ではいまだ十分な貢献があったとは言い難いが、ここで得られ

た光子状態制御技術に関する成果は量子ネットワーク分野の基礎となるもので、量子暗号通信と

いう広い立場で見ると科学的、技術的貢献は大きく、今後この成果を更に発展させて実用化のレ

ベルに近づけることができれば技術的インパクトも更に大きくなることが期待される。特に 

①ＰＣファイバを使用した高効率の量子絡み合い光子対光源の作製。 

 ②強度変調による解読不能と考えられる光通信量子暗号の考案。 

 ③シャノンの古典的通信容量の限界を超える実験を光量子符号化により実証。 

④単一光子の１５０km 伝送の成功。 
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により当研究チームの戦略目標を達成し、科学技術の発展に大きな貢献をした。 

４－３．その他の特記事項 

量子通信の研究そのものがまだ端緒についたばかりで、実用化の成否は今後の研究にかかって

いる。量子絡み合い、量子ゲート、励起子及びスピン制御、光子からの変換媒体、量子バッファ

等量子ネットワークの要素技術に関する基礎的成果については今後も学術的展開、成果が期待で

きるが、これらの要素技術の研究成果の展開、価値の向上は量子暗号通信システムの実現により

初めて果たされるものであるので、今後は実用的技術に向けて、システムとしての実証への更な

る展開へ向けて、組織的な研究が継続されることが期待される。 

受賞については、小林孝嘉教授の、国際時間分解振動分光学会賞(平成 17 年 5 月)、松尾財団学

術賞受賞(平成 17 年 10 月)が挙げられる。    

 

研究課題別事後評価結果(H12年度採択 野田チーム) 

１．研究課題名   フォトニック結晶による究極の光制御と新機能デバイス   

２．研究代表者名及び主たる研究参加者名（研究機関名・職名は研究参加期間終了時点） 

研究代表者：野田 進 京都大学大学院工学研究科 教授  

主たる共同研究者： 

浅野 卓  京都大学大学院工学研究科 講師 

今田 昌宏 京都大学大学院工学研究科 助手 

 馬場 俊彦 横浜国立大学 工学部 電子情報工学科 教授 

山本 宗継 産業技術総合研究所 光技術研究部門 研究員 

大西 大  ローム(株) 研究員 

横山 光  コニカミノルタ(株) 研究員 

赤羽 良啓 住友電工(株) 研究員 

初田 蘭子 TDK（株） 研究員 

高野 仁路 松下電工(株)  研究員 

   北川 均  アルプス電気(株) 研究員 

３．研究内容及び成果   

本プロジェクトにおいては、次の２点を目標に設定し研究を進めた。(i)研究代表者が世界に

先駆けて実現に成功した完全３次元フォトニック結晶に様々な発光体や人為欠陥を導入し、フォ

トニック結晶による究極の光制御の可能性を実証すること、(ii)３次元結晶に比べ、より簡便に

作製でき、早い時期に世に出すことが期待できる２次元フォトニック結晶による光制御の可能性

を検討すること。 上記のうち、(ii)に関しては、具体的には、研究代表者自身の提案になる (a)

２次元フォトニック結晶レーザおよび (b)２次元フォトニック結晶欠陥活用デバイスに焦点をあ

て、これらのデバイス物理を明らかにするとともに、研究開始時点で初期段階にあったデバイス

性能を飛躍的に向上させることを目指した。研究は、京都大学を中心に、横浜国大、産総研、さ

らには、ローム、ミノルタ、住友、TDK、松下電工、アルプス等の各企業から研究員を受け入れて

連携し、延べ62名の体制で研究を進められた。主な成果は以下のとおりである。 

（１）３次元フォトニック結晶と光制御 

本サブテーマの研究目的は、本研究開始直前に開発に成功した完全ギャップ結晶に様々な欠
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陥・発光体を導入し、自然放出の完全制御という極めて物理的に興味深い現象の解明とともに、

極微デバイス・回路の実現のための基盤技術開発を行うことであった。本目的達成のために、大

規模計算による構造設計、3次元結晶への発光体・点欠陥の導入、線欠陥の導入、またこれらの基

礎となるプロセス条件の詳細な検討を行い、様々な重要な結果を得た。中でも、特筆すべき成果

は，自然放出の完全制御を世界で初めて示すことに成功したことである。フォトニック結晶の概

念が初めて登場した際に、 も注目を集めた概念は、「発光可能な物質であっても、その物質が３

次元フォトニック結晶へ導入されると、完全フォトニックバンドギャップ効果により、その発光

は根本から抑えられる。逆に、人為的に結晶の周期性を乱すと、その乱れ，すなわち欠陥部分に

おいて、物質からの強い発光が可能となる」という発光現象の根本制御の可能性の示唆であった。

本研究を通じて、初めてその実証に成功することが出来たと言える。この自然放出制御の研究は、

当初予定していなかった２次元結晶による非常に興味深い発光制御の発見にもつながった。さら

に、本研究により、完全３次元結晶への線欠陥導波路の形成にも成功し、初めて光導波現象の観

察に成功するなど、当初の計画を超える成果を挙げることが出来た。 

（２）2次元フォトニック結晶と機能デバイス(I) －フォトニック結晶レーザ－ 

   本サブテーマは、フォトニックバンド構造のバンド端における定在波状態を半導体レーザ

の共振器として用いるという研究代表者の独自のアイデアに基づくもので、どのような大面積で

あっても，常に単一の縦横モードで発振可能という従来の概念を越えた新しい半導体レーザの実

現に資するものと期待される。本研究では、フォトニック結晶（２次元結晶）のバンド端のレー

ザ作用を詳細に検討し、原理の実証、性能の飛躍的な向上を目的として研究を推進した。その結

果、本レーザが確かにフォトニック結晶のバンド端における定在波状態に基づいて動作し得ると

いうことを実証することに成功するとともに、どのバンド端において発振可能かなどの深い知見

を得ることが出来た。また、当初、2～3アンペアと極めて高かった動作閾値を、50ミリアンペア

以下と、1/40以下にまで低減し、室温連続発振に世界で初めて成功した。さらに、格子点制御と

いう新たな概念を提案し、偏光を始めとする発振モード制御の可能性を実証することに成功した。

特に、本研究を通じて、日本発の新型レーザが実現出来たことは注目に値する。 

（３）2次元フォトニック結晶と機能デバイス(II) －欠陥活用光機能デバイス－ 

   ２次元フォトニック結晶においては，周期構造をもたない上下方向の光閉じ込めをどのよ

うに行うかがポイントとなる．研究代表者は，本研究開始前に，結晶の厚さを光波長程度とした

スラブ構造を用い，そのスラブ厚さ，上下方向の屈折率差，格子点の大きさの適切な設計により，

２次元結晶であっても，擬３次元的な光閉じ込めが可能であり，線欠陥導波路においては無損失

伝搬が可能なことを世界に先駆けて提唱した．本サブテーマにおいては，上記の知見をもとに，

２次元結晶スラブに線・点欠陥を導入し様々な光制御行うとともに、その機能デバイスへの展開

を目的として研究を進めた。まず、２次元フォトニック結晶スラブにおける線欠陥導波路の近傍

に、点欠陥を導入すると、線欠陥導波路を伝播する光のうち、点欠陥共振器に共鳴する光が捕獲

され上下方向に放出されることを世界で初めて見出した。この発見は、例えば、光通信で重要な

光合分波デバイスの超小型化等につながると期待され、実際、この成果の発表後、“Defects Boost 

Optical Communication” (Physics Web)と大きな注目を集めることとなった．本研究では，さら

に、この点欠陥による光子の捕獲と放出現象の詳細な理論・実験的検討を行い、その体系化を図

った。さらに、「面内ヘテロ構造」という新たな概念を導入し，1.25nmという極めて小さな格子定
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数差をもつヘテロ・フォトニック結晶を実現し，複数波の光合分波デバイス機能の実証にも成功

した。この成果により、フォトニック結晶を用いた初めての光ナノデバイスが実現されたと世界

的に認識された。さらに、本研究は、点欠陥共振器のQ値が劇的な増大という、当初全く予想して

いなかった展開にもつながり、様々な分野への波及効果をもたらした。 

（４）2次元フォトニック結晶と機能デバイス(III) －光伝搬制御－ 

本サブテーマでは、上記（３）の基礎となる、2次元フォトニック結晶における光伝搬現象を

明らかにすることを目的として研究を進め、２次元フォトニック結晶スラブにおける線欠陥導波

路とバルクそのものにおける光伝搬現象の深い検討を行った。まずフォトニック結晶導波路の伝

搬現象を実験面から探求し、研究代表者が提唱していた理論上無損失な伝搬が可能であることを

指示する非常に明快な実験結果を得ることに初めて成功した。また、代表者のヘテロ構造のアイ

デアをモディファイしたチャープ構造を提案し、広帯域での群速度制御の１つの指針を示した。

さらに、バルクフォトニック結晶では、透過バンドの特異な光伝搬を利用したスーパープリズム

効果の理論特性を明らかにし、構造の 適化と動作実証に成功し、世界の研究者に対し、有用な

指針を与えることが出来たと考えている。 

４．事後評価結果 

４－１．外部発表(論文､口頭発表等)､特許､研究を通じての新たな知見の取得等の研究成果の状況  

本チームに内在していた研究能力がＣＲＥＳＴの支援により大きく発展した観がある。特に困

難と思われた３次元フォトニック結晶内への発光源の導入に成功した点、３次元フォトニック結

晶内に導入される欠陥の性質の解析とその実験的検証を行ったこと、さらに２次元フォトニック

結晶においても自然放出光の制御が自在にできることを立証した点など、応用上も学問的にも重

要な成果を得ている。また、２次元フォトニック結晶を利用したレーザに関しては、室温におい

て連続発振するレーザを実現し、発振特性が２次元フォトニック結晶の構造によって完全に決定

されることを証明し、これをもとにレーザのモード制御の指導原理を明らかにした点、２次元フ

ォトニック結晶の欠陥特性に関して、面内へテロ接合という新原理を着想し、分・合波器として

の機能を実証した点は高く評価される。論文発表は英文115件、和文1件、口頭発表(ポスター発

表含む)は国際会議224件、国内会議479件、そのうち招待されたものが夫々115件、138件、特許

出願は国内46件(バイドール条項適用の機関からの出願28件を含む)、海外24件(バイドール国内

出願の海外出願15件を含む)など国際的評価の高い学会誌や国際会議に多くの優れた研究成果が

発表されており、下記はその中でも特筆すべきもので、いずれも世界で初めて報告され、且つ一

流の世界の学会をリードする独創的な成果である。 

(a) ３次元フォトニック結晶の作製技術においてキーとなる基板融着条件を理論的にも検討

し、熱膨張係数の差に基づく歪みが融着可能面積を決めていることを明らかにし、低温長時間加

熱と基板薄膜化プロセスが重要であることを明らかにした 

（b） 完全３次元結晶に発光体と欠陥を導入し、完全結晶部においては自然光放出が抑制され、

欠陥部では逆に発光現象が起こることを世界に先駆けて実証 

(c) ３次元結晶に線欠陥導波路を導入し光の伝播現象を世界 初に実現 

(d) ２次元フォトニック結晶を用いたレーザの室温発振の成功 

（e） 欠陥による光操作機能を明らかにし、ナノデバイス実現に成功。特に明確な 

ＡＤＤ/ＤＲＯＰ動作の実証に成功 
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(f) 新概念「面内へテロ構造」を提唱し、更にナノ共振器Ｑ値増大の指針を示すと共に世界

大の光閉じ込め効果の実証に成功 

(g)  slow light & dispersion management を応用。 

(h) 当初予期していなかった新展開の中、特に価値ある成果は下記の如きものである 

① ２次元フォトニック結晶による自然放出光の抑制と再配分効果の発見 

② 面内へテロ構造と光制御。光子の操作効率を飛躍的に増大できることを実証 

③ 高Ｑ値ナノ共振器の実現：ガウス型光閉じ込めによりＱ値が増大できることを理論的に

予測し、さらに共振器端部の空気孔のチューニング、ダブルへテロ構造、更にはマルチ・

ステップ構造により１００万に近いＱ値の実現に成功  

４－２．成果の戦略目標・科学技術への貢献 

この分野における全世界の研究をリードしている第一級の研究成果を挙げているが、その中でも

特筆すべき研究成果の戦略目標・科学技術への貢献は下記の如くである。 

（1）フォトニック結晶で実現の可能性が期待されていた発光現象の制御を３次元、２次元フォト

ニック結晶を用いて世界で初めて実証した科学的貢献は大きい 

(2)格子点制御によりレーザの発振モードを制御しようとする概念は科学的に重要であり、これに

よりレーザのモード制御の指導原理を明らかにし、大面積で室温発振する２次元フォトニック結

晶レーザを実現した技術的貢献は大である。 

(3)フォトニック結晶に点欠陥、線欠陥を導入することによるフォトンの機能制御の物理を解明し

た科学的貢献は大きく、これを用いて光導波路とそれによる slow light の実現、高性能スーパー

プリズムの問題点とその解決方法を示したこと、高Ｑ光共振器を実現した技術的貢献も大きい。 

(4)面内へテロ構造という概念をフォトニック結晶に導入したことはフォトニック結晶内のフォ

トン制御について新しい手法を見出したもので科学的にも重要であり分・合波器としての機能を

実証したことは技術的にも大きな価値を有する貢献である。 

(5)ガウス型光閉じ込めの概念を提唱し、１００万に近いＱ値を有する光ナノ共振器を実証したこ

とは今後の光量子コンピュータへの応用も考えられ技術的貢献は極めて大きい。 

４－３．その他の特記事項 

３次元フォトニック結晶、２次元フォトニック結晶に関する総ての面で本研究チームが世界

高水準の研究成果を挙げたことは Nature3 件や Science４件に上る論文収録、116 編の論文発表、

224 件の国際会議での口頭発表の内 115 件は招待講演であること、479 件の国内会議での口頭発表

の内 138 件は招待講演であること、55 件にも上る解説記事を依頼されていること、国内外の新聞・

雑誌等でも 124 件以上に亘り取り上げられていることをみても明らかである。 

３次元フォトニック結晶の作製で、理論的に予測されていた特性を実証して国内外の研究の流

れを創り出し、将に科学、技術の面で新分野を確立したことは科学的に高く評価される。 

今後発展が期待される光技術の分野においてフォトニック結晶を用いた先端光素子は我国の産業

技術戦略上重要な位置づけであり、先行して研究開発したことは極めて意義が大きい。また、多

くの企業と共同研究を行っており、産業化が期待される。３次元フォトニック結晶製作では極め

て洗練された技術の研究、開発に成功しており他の追随を許していない。今後もその優位な状況

をキープして欲しい。 

本研究はＣＲＥＳＴプロジェクトが極めて有効に活用された例であり、このような基礎研究を
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支援する制度の重要性を具体的に実証したといえる。 

受賞に関しては以下の通りである。 

①野田進, 光協会櫻井健二郎氏記念賞(2002.12.5), 「完全 3次元フォトニック結晶および 2次元

フォトニック結晶レーザーの実現」、②宋奉植, 応用物理学会講演奨励賞受賞(2003.8.30), 「面

内へテロ構造の境界面を用いた波長分合波効率の向上」、③横山光、野田進, 日本光学会光設計奨

励賞受賞(2003.12.8), 「2 次元フォトニック結晶面発光レーザーの偏光制御」、④野田進, 電子

情報通信学会エレクトロニクスソサイエティ賞受賞(2004.9.22), 「フォトニック結晶に関する先

駆的・独創的研究」、⑤野田進, 大阪科学賞(2004.11.1), 「フォトニック結晶に関する先駆的・

独創的研究」、⑥野田進, 応用物理学会光量子エレクトロニクス業績賞(2005.3.29), 「半導体フ

ォトニック結晶に関する研究」、⑦田中良典, 応用物理学会講演奨励賞(2005.3.29)，「2次元フォ

トニック結晶スラブ点欠陥共振器への 3次元加工による放射パターンの制御」、⑧野田進, 国際コ

ミュニケーション基金優秀研究賞(2005.4.25), 「半導体フォトニック結晶を用いた超小型光回路

の研究」、⑨Susumu Noda(2005.10.24), IEEE/LEOS Distinguished Lecture Award (2003-2005). 
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３．研究内容及び成果 

ぺロブスカイト型および関連する構造を持つ遷移金属酸化物結晶に特有な強誘電体、反強磁性

体、量子常誘電体で新規な非線形光学応答を発見し、理論的解析を加えた。ぺロブスカイト型お

よびスピネル型絶縁体に遷移金属等をドープした系の発光特性を解明し、いくつかの結晶系では

レーザー発振、エレクトロルミネッセンス、カソードルミネッセンスを確認した。超伝導・超放

射の理論を提案し、その実証に向けた努力がなされた。 

本チームにおける主たる研究内容及び研究成果を列挙すると下記の如くである。 

①ペロブスカイト型および関連する構造を持つ遷移金属酸化物結晶においては遷移金属の(3d)

軌道とそれを取り囲む酸素イオン O2-の(2p)軌道間の重なり積分が大きいため電荷移動励起が可
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視域に大きな振動子強度を持つこと、(3d)電子系は強相関電子系として反強磁性、強誘電性や超

伝導の秩序相を発現するという二つの特性を活かし、希土類金属マンガナイトの強誘電秩序 Pzに

比例する２倍高調波（SHG）信号と磁気秩序〈Sx〉（反強磁性副格子磁化）と Pzの積に比例する SHG

信号の干渉効果より、両者の秩序パラメーターの符号まで決めることに成功した。 

②これらのドメイン構造をも決定し Pzのドメイン壁には〈Sx〉のドメイン壁がからみつくこと

を発見し、その理論的背景を解明し、今迄観測不可能であった反強磁性ドメイン構造を観測する

方法を提示した。この研究成果を発展させて反強磁性弱強磁性体 YCrO3 と焦電性フェリ磁性体

GaFeO3の磁性を伴うSHGのスペクトル偏光特性の測定を行ない微視的・群論的解析が加えられた。 

③α-Fe2O3の 2 マグノンと 3 マグノンの直接光励起を中赤外域に 100 cm-1もの吸収係数で観測

した。この 2 マグノン励起は空間的には 近接にある 2 つの Fe3+イオンのスピンが同時に反転す

ること、k 空間ではブリルアンゾーン（BZ）端面の対称性の高い点にある二つのマグノンを同時

に励起するもので、この現象は、かなり普遍的であることを見出した。 

④量子常誘電体 KTaO3と SrTiO3結晶は BZ 端の二つのフォノン対のみがラマン散乱にかかるが、

その 2 フォノン対をω1とω2の超短光パルスで共鳴励起すると、BZ 端のこの単一フォノンによる

多段のコヒーレントアンチストークスラマン散乱（CARS）が赤外域から可視域全体に等エネルギ

ー(ωph)間隔で観測されることを見出し、これは、BZ 端フォノンが定在波を作り、その定在波が

存在し続ける間は、相隣する単位胞の位相がπだけ異なり、その方向の実空間での周期は倍にな

り逆格子空間の BZ 端がΓ点に折り畳まれ、BZ 端フォノンがラマン活性になると理解できること

を明らかにした。 

⑤これらの仕事の展開として、強誘電体 KNbO3と LiNbO3結晶のΓ点でラマン活性なフォノンモ

ードを上記と同様に、コヒーレント共鳴励起すると基本波、倍高調波、3 倍高調波に伴った多段

CARS がω1 + mωph、2ω1 + nωph、3ω1 + lωphに観測されることを見出した。これをω1とω2を

適切に選び、かつ同軸に入射させると、赤外、可視、紫外に亘る等間隔の光モードがコヒーレン

トな格子振動ωph でモード同期し、それを時間領域で見るとサブヘムト秒光パルスを与えると期

待できる事、更に擬似位相整合条件を満たすので変換効率も極めて 1に近づく事も明らかにした。 

⑥ペロブスカイト型 YAlO3や LaAlO3単結晶に種々の金属をドープし、金属準位と O2-(2p)軌道間

の電荷移動励起に伴う発光特性を解明した。これらの系の発光性能と導電性を組み合わせること

で新しい発光素子の可能性を示唆するものである。これらの結晶を還元雰囲気中で Ca、Mg と Sr

をドープして結晶成長させ、また酸素中でアニ－ルする等して透過、発光、励起スペクトルを測

定することにより、ドープイオンと酸素欠損よりできた色中心によって 490nm を中心とする強い

青色発光がえられることを見出した。更に Ti ドープと Ca ドープ YAlO3から可視域のエレクトロ

ルミネッセンスも観測している。スピネル構造 MgAl2O4と MgGa2O4の B-site は上記ペロブスカイト

構造と同じ配置 Ohを取り、A-site は Tdの配置を取るので Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Zn などをドー

プして、赤、緑、青および白色の発光を得て、更に基底状態と光励起状態の ESR によりこれらの

発光過程の微視的過程は解明した。さらに、Ti:MgAl2O4の青色と Mn:MgAl2O4の赤色は、Nd:YAG レ

ーザーの 4 倍高調波によるバンド間励起下でレーザー発振に成功した。更に Mn:MgGa2O4はバンド

間励起で緑色の発光を示すので、3原色レーザーに向けての努力が払われている。 

⑦超伝導・超放射の理論に関しては詳細な研究が行なわれた。実験的研究としてはプロジェク

トの前半では p型超伝導体 SrxLa2-xCuO4と n型超伝導体 CexNd2-xCuO4結晶でそれらの母結晶 Nd2CuO4
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か La2CuO4を挟み込んだ構造をレーザーアベレーションで作製して行なわれたが、この系は母結晶

の絶縁性が悪く、所定の電圧がかからなかったので、後半は、まず n 型 InGaAs にも p 型 InGaAs

にもクーパー対が注入できることを確認し、InGaAs の pn 結合に両面から金属超伝導体 Nb より電

子と正孔のクーパー対を注入した。100 nm p-In0.53Ga0.47As と 100 nm n-In0.53Ga0.47As の接合にク

ーパー対を注入した時に、1.4 K 以下で発光強度の増大が一度は観測されたが、再現性に乏しか

った。より薄い 50 nm の厚さの pn 接合では整流特性と発光特性が不十分であった。更に温度サイ

クルのうちに整流特性と発光特性に劣化が見られた。50 nm 以下の厚さの InGaAs の pn 接合を、

温度サイクルに対し安定した構造とする事が超伝導・超放射の実現には不可欠である事を示した。 

４．事後評価結果 

４－１．外部発表(論文、口頭発表等)、特許、研究を通じての新たな知見の取得等の研究成果の状況  

本チームはペロブスカイト遷移金属酸化物という魅力的な物質系をとりあげ，その光学特性，特に発

光特性と非線形光学特性に焦点をしぼり，光エレクトロニクスへの応用を目指し独創的・挑戦的研究を

行なった。 研究成果に係わる論文発表は英文64件、和文16件、そのうち招待されたものが夫々6

件、4件、口頭発表(ポスター発表含む)は国際会議23件、国内会議100件、そのうち招待されたも

のが国際会議で7件、特許出願は国内13件、海外3件など国際的評価の高い学会誌や国際会議に多

くの優れた研究成果が発表されている。 

特にベロブスカイト遷移金属酸化物の基礎的物性、中でも反強磁性ドメインと強誘電性ドメインの絡

み合いやスピネルにおける発光の高効率化などいずれも世界で初めて報告された独創的な成果で

ある。また材料面では多種類のベロブスカイト型酸化物について種々のドーピング物質を含む結晶を

作製し、その光学的性質について探索的研究を行ったこと、新しい蛍光体の探索においては高い発光

効率、新しい機構による蓄光体を発見したことは優れた研究成果である。 

 なお工業所有権は積極的に出願されており、１３件と他のチームに比較して多く、実施可能性の高いも

のを数多く出願されている。これはペロブスカイト型酸化物結晶技術に関する研究成果によるためと考

えられるが、特に研究期間の終わり頃に得られた新規発光材料、蓄光材料は応用の可能性が高いこと

が期待される。 

４－２．成果の戦略目標・科学技術への貢献 

 ペロブスカイト遷移金属酸化物結晶における新しい光物性、強誘電体の domain wall に磁性体の Block 

wall が絡み合っている構造の発見と解明およびその評価方法、新しい蛍光材料の開発など、科学的イン

パクトが高い成果が得られている。 

ペロブスカイト遷移金属酸化物に係わる探索的研究は光エレクトロニクス材料の観点から充分にアピー

ルする価値を持っており、有望な数多くの材料を開発した。また超放射の問題については理論的、実験

的両面での進展があり、今後への方針がやや明確になった。 

 これらは今後のこの分野の研究、実用化に大きなインパクトを与えたものと思われる。 

４－３．その他の特記事項 

 超放射実現への期待が非常に大きかったので、実現しなかったことは残念であるが、超放射は極めて

挑戦的な難しい課題であって一朝一夕に実現可能なものではなく、本チームの多くの検討により問題点

が明らかになり、今後の方針が得られたことが評価されるべきである。ペロブスカイト型酸化物結晶成長技

術、及び光学的特性評価、その理論的検討はペロブスカイト型酸化物結晶を光学応用の見地から開発

しようという試みはほとんど初めてのものであり、これらの成果の意味は大きく、優れた成果を挙げた。 


