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Ⅰ.概要
本拠点では、産学が協働し、ナノ技術、量子科学、IT ハ
ードウェアの先端融合領域を開拓し、それに立脚した研究
開発により、将来のユビキタス情報社会に向けて、持続的
にイノベーション創出を実現する。このため、部局の枠を
超えて、ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構を設立し、
T 型連携による産学協働により、世界トップの研究開発と、
次代を担う人材育成を図る。
1.機関の現状
(1) 提案機関の研究位置と研究開発及び人材育成の実績
提案機関の東大では、当課題の採択を受けて、平成１８年
１０月に総長直下の組織として「ナノ量子情報エレクトロ
ニクス研究機構」（ナノ量子機構）を設立した。関係分野
で活躍する教員が集結し、イノベーション創出拠点として
研究開発・システム改革などを推進している。ナノ量子機
構には国内他大学の関係教員も委嘱教員として在籍し、当
該分野で屈指の研究拠点となっている。さらに協働企業の
東大企業ラボ群を設置し、産学連携の強化を図っている。
外国人や女性研究者の積極的雇用や当該分野で活躍でき
る俯瞰型人材育成を目指した大学院講義の開講など人材
育成でも成果を挙げている。さらに、エフォート率に応じ
た雇用の実現や知財契約の統一化などの新たな試みを展
開 し て い る 。 ナ ノ 量 子 機 構 の 取 り 組 み は Nature
Nanotechnology を含む国内外のマスコミに数多く取り上
げられている
(2) 協働研究機関の研究位置と技術開発の実績
(a) シャープ
中小型から大型の液晶表示に至る多種多様な表示技術
の研究開発では世界をリードしてきた。本課題では今後成
果が注目されるフレキシブル・エレクトロニクスの基礎研
究を中心に取り組み成果を挙げている。
(b) 日本電気
量子コンピュータに向けた固体素子による量子ビット
演算動作の実証、擬似単一光子による量子暗号鍵配布の実
証など、世界をリードする研究を展開してきた。本課題で
は、量子情報素子・量子暗号通信に加え、量子ドット光検
出器技術の開発を中心に取り組み成果を挙げている。
(c)日立製作所
量子テレポーテーションや量子デンスコーディングな
どの理論研究やシリコン量子ビット研究で実績を上げて
きた。本課題では、量子暗号通信・量子計算基盤技術開発
を中心に取り組み成果を挙げている。
(d)富士通研究所
量子ドットの研究開発を進め、温度無依存量子ドットレ
ーザの実現、長距離高速量子暗号通信向け単一光子発生器
の実現、広帯域高出力増幅器の実現等、世界をリードする
成果を生みだしてきた。本課題では、量子情報素子・量子
暗号通信技術開発を中心に取り組み成果を挙げている。

(e) QD レーザ
富士通研究所での基礎研究をベースに、量子ドットレーザ
の実用化を目的に 2006 年に設立された。21 年度より協働
機関として本課題に参加し、既に通信用量子ドットレーザ
の量産化の推進に弾みをつけている。本課題では、量子ド
ット結晶成長技術基盤とそのレーザ・光増幅器への応用と
その実用化研究に取り組む。
2.拠点化の対象とする先端融合領域及び研究開発
(1) 拠点で取り組む領域及び研究内容
(a)背景と研究の目標
近年のブロードバンドやワイヤレス技術の発展は、インタ
ーネットの隆盛をもたらし、社会に多大な影響を与えてい
る。その発展は、予想を超えて急激であり、IT ハードウ
ェアにおいて革新技術を生み出し、超低エネルギーで、超
セキュア、超ブロードバンドの３要素を融合した新しいパ
ラダイムを実現することが求められている。さらに生活環
境の中に溶け込んだアンビエントなユニバーサルインタ
ーフェイスを提供する基盤技術も重要である。
1982 年に提案された量子ドットレーザは、将来の光源と
して有望視されるレベルに達しつつある。今後、この研究
開発をさらに加速すれば、量子ドットが新たなイノベーシ
ョンをもたらすことは疑いがない。このためにはさらなる
高性能化を実現するほか、新たな量子制御機能デバイスを
実現し、量子情報通信や量子計算機への夢につながる。
課題では、ブロードバンド、高セキュア、高効率・低消
費電力、アンビエント性を有する未来ユビキタスグリーン
ネットワークの実現に向けて、ナノ技術およびナノ物性制
御に立脚した次世代ナノエレクトロニクスの開発（5-10 年
後にイノベーション創出）と量子情報エレクトロニクスの
開発（7-15 年後にイノベーション創出）を主要開発目標に、
次世代フォトニック素子、ポスト CMOS 技術の開発を推進
し、将来の量子情報通信や量子計算技術の基盤を確立する。
これにより、ナノ量子科学によるＩＴハードウェアの発展
に不連続的進化をもたらし、世界を勝ち抜く産業競争力の
強化を図る。
(b)拠点における研究の内容
(1 次世代ナノエレクトロニクス研究開発
量子ドットレーザの高性能化に向けたデバイス技術開
発の基盤固めを行い、近い時期のイノベーション創出に向
けた課題を富士通研究所・ＱＤレーザ社と連携して探る。
また、シャープ・日本電気等と連携して、フレキシブルエ
レクトロニクスにおける有機トランジスタ技術の高性能
化に向けて材料開発に取り組む。また、4 年目以降、量子
ドットデバイスの新展開として、量子ドット太陽電池など
高効率エネルギー変換素子の検討を開始する。
(2 量子情報エレクトロニクス研究開発
単一光子発生素子等の高性能化に向けたデバイス技術
開発の基盤固めを行う。量子暗号通信システム高度化や量
子テレポーテーション・中継技術の基礎実験も進め、量子
計算基盤技術として量子演算素子の基礎研究に取り組む。
量子情報素子技術は富士通研究所・日立製作所・日本電
気等と連携し、量子暗号通信技術は日本電気・富士通研究
所・日立製作所等と連携して研究開発を進める。量子計算
基盤技術開発は特に日立製作所・日本電気等との連携によ
り研究開発を進める。

(3 ナノ量子情報科学技術基盤研究開発
上記（1 （2 を達成する基盤として、ナノ技術の確立お
よび量子物性科学の探求を図り量子状態の完全制御をめ
ざす。ナノ技術について結晶成長やプロセス技術の基盤固
めを、量子物性科学では量子ドットやフォトニック結晶に
おける新物性発現を図る。ナノ技術の確立は協働企業との
連携で、量子物性制御科学は主に本学メンバーが進める。
(2) 先端融合領域として取り組む必要性・重要性
ブロードバンド、高セキュア、高効率・低消費電力、ア
ンビエント性を有する未来ユビキタスグリーンネットワ
ークの実現は、ナノ技術、量子科学、IT ハードウェアが融
合して初めて可能となり、デバイスプロセス技術、ナノ技
術、固体物理の各分野の学術基礎と、産業界のエレクトロ
ニクス力との統合融合によって初めて生み出される。
3.拠点化構想の内容
（１） システム改革の内容
(a) ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構の充実化
ナノ量子機構はナノ技術、量子科学、ＩＴ、エレクトロ
ニクスの先端融合分野の研究拠点として既に国内外に広
く認知されている。今後、国際的連携、産学官融合連携な
どを強化し、拠点の更なる充実化を図る。
(b) 開かれた研究拠点による内外の強力な研究者の結集
本分野で活躍の国内他大学 6 教員に対して、教員ポスト
を用意し、引き続き強い連携を図る。産業界からも研究に
限らず企画・運営面でも優れた人材を招聘する。
(c) 新構想産学連携拠点（T 型産学連携拠点）の実現：東
大-企業ラボ群の充実化
新構想の T 型産学連携拠点として東大企業ラボ群（東大
シャープラボ、東大-NEC ラボ、東大-日立ラボ、東大-富士
通ラボ）を、本機構の中に設置している。
「T」の字の縦線
が意味する具体的目標のもとで明確な共同研究開発をめ
ざす「特定研究テーマ連携」と、将来の連携や新規テーマ
とシーズを探索する横線の「探索連携」という 2 つのモー
ドで本拠点と企業が強い連携を築く。
(d) 10-15 年後のイノベーション創出拠点にふさわしい拠
点：学内特区的な制度の設定
優れた人材の結集や企業が研究資源を活用しやすくする
規則設定を行い、人事や産学連携ルールを弾力化する。
(1 優れた研究者の結集：エフォート率に応じた雇用形態
の利用などにより学内外からの優れた人材の結集を図る。
(2 知的財産の取り扱い
協働機関共通全学一律に定められている知的財産での
取り扱いの実現を目指して議論を深めるとともに、その制
度化・活用を推進する。規定について例外規定も必要に応
じて定める。
(3 多様な人材の活用方策：
優れた人材を集めるためには、世界最高水準の教授陣と世界
第一級のＩＴ企業が真に連携して研究開発を行う研究の場が、
研究者にとして研鑽を積みキャリアアップに向けて魅力的であ
ることを示すことが重要である。そのために研究拠点の広報を
ウェブや印刷物を用いて積極的に行う。また、国際公募も含め
広く公募や推薦を求めることにより、優秀な人材を確保する。
同じ能力であれば、若手、女性であることを優先し、今後の日
本を支える活力を確保する。短期・長期のさまざまな外国人研
究者を積極的に受け入れるが、そのための専任のスタッフを
確保し外国人研究者が本拠点で研究に専念できる環境整備
を目指す。
(4 柔軟な雇用の仕組みの確立・人材流動化の促進
Ｔ型連携拠点の積極的な活用により、産学がシームレスに場を
共有することにより、大学の研究者と企業との間で相互理解を
深め、人材の流動化の促進を図る。エフォート率によって雇用

する仕組みを整え、プロジェクト経費とそれ以外の経費を併用
した雇用を可能にする。また、産学間の人材流動化の促進の
ため、大学側としては、教員が大学から離れた場合にその間の
地位、給与・退職手当等が不利にならないような仕組みを構築
していく。エフォート率による研究者の待遇改善制度を活用し、
研究者が異動することにより不利益を受けることがないように十
分配慮する。さらに、他大学の教員が東京大学における本拠
点においても研究活動ができるよう、その受け入れ体制につい
て、先方の大学に十分に配慮しながら整える。
(2) 企業との協働体制
(a) 企業からのコミットメント
シャープ、日本電気、日立製作所、富士通研究に加えて、
２１年度よりＱＤレーザ社が協働機関として参加する。
コミットメントの内容は、下記のとおりである。
(1 研究費、消耗品、備品などの提供:研究費については、
5 社が民間等との共同研究に基づき研究費をもとづいて提
供する。東大―企業ラボの運営、研究装置や消耗品に充て
られる。
(2 研究施設設備などの提供
半導体プロセスクリーンルーム、プロセス装置、デバイス
評価装置を提供する。
(3 研究者、技術者などの派遣
各企業の研究者が本拠点に参加し、研究を行う。
上記コミットメントを継続するために、各企業が下記につ
いて毎年見直しをすることを条件とする。
・成果が出ている、あるいは成果が出る見込みがあること。
・国からの資金提供が継続されること。
・経営方針あるいは経営環境が大きく変わらないこと。
(ｂ) 協働体制の運営方法
(１ 運営の任は、総括責任者の指揮の下、本研究機構長
を中心とした機構メンバーがあたる。
(２ 下記の５組織を本研究拠点に設置する。
拠点経営委員会：
拠点全体の運営にかかわる最高決定組織。総括責任者、本
拠点に関わる教員若干名、協働機関責任者あるいはそれに
準じる企業責任者、および総括責任者が必要とする若干名
（関連部局長等も含む）から構成する。企画委員会などを
統括し、諮問委員会の意見を反映させる。
機構運営委員会：
拠点運営および人材育成に関する事項を立案・検討・実行
する組織。本研究機構に関わる教員若干名、協働機関責任
者が指名する各企業代表者、事務から構成。産学連携に関
わる実務的決定は、本委員会が行う。
機構企画委員会：
本拠点運営に関わる全実務に関する機動的企画を担う組
織。本研究機構の教員若干名、各連携企業代表者及び機構
長が必要と認めた者若干名で構成する。
教育・人材育成委員会：
人材育成、大学院教育に関わる事項を審議、実施を担当す
る委員会としてプロジェクト発足後直ちに設置した。メン
バーは、機構長とナノ量子情報エレクトロニクス研究機構
の教員若干名から成る。必要に応じて拡大して協力を得る。
諮問委員会：
拠点全体の運営にかかわるご意見を有識者から拝聴する
組織として設置する。
(３ 東大企業ラボ群の運営は、機構長と企業の代表者が共
同でその任にあたる。
(ｃ) 研究成果の取扱いの方針
(1 研究成果は、知的財産など必要な権利確保を行った後
は、公開を原則とし、成果普及に努める。
(2 産学協働における知的財産の取扱いについては、Ｔ型
連携に立脚して遂行される。特定テーマ連携については、

東大と当該企業の共同研究契約及び秘密保持契約に基づ
いて知的財産を確保する。ただし、覚書交換により東大と
複数企業間で特定テーマ連携が遂行され、知的財産の共有
も可能。探索連携についても、基本的に本学と当該企業の
1 対 1 の共同研究契約に基づいて知的財産の確保を進める。
(3 成果を実用化・産業化へつなげる戦略で、大学研究室、
企業の研究開発および事業部門、3 者がビジョンの共有を
図ることが重要。これを促進するためワークショップなど
の枠組み作りに努める。
（３）人材育成
大学など学術研究機関から企業まで幅広く活躍できる
人材育成を目標に産業界と協働で実施する。
・ナノ量子情報エレクトロニクス分野の最先端知識を有し、
将来、リーダーシップを発揮できる人材の育成
・基礎科学からエレクトロニクスや IT 分野および産業化
にも貢献できる幅の広さを持った人材の育成
(a) 大学院教育における分野横断型教育プログラム:部
局・専攻の枠を超えた横断型ナノ量子情報エレクトロニク
ス分野の教育プログラムを実施する。本プログラムへの参
加は、当面、関連専攻の博士課程学生から選抜により認め
られる。積極的に経済支援も行う。内外の大学、企業の研
究者や経営者を講師とした集中講義、スクールを設定し、
先端開拓力と広い視野を併せ持つ育成内容とする。
(b) 博士研究員・若手企業研究者の育成プログラム:研究
において大学教員と企業の若手・シニア研究者と博士研究
員のグループを形成し、より広い視野で研究活動に取り組
める人材の育成を行う。博士研究員・若手企業研究者によ
る定期的な研究発表会を設定し、議論の場を設け、相互の
交流を進める。企業研究者の大学常駐、博士研究員の企業
研究所での研究機会を設けるとともに、国際会議や海外で
の研究参加機会を積極的に提供する。
(ｃ)特徴と期待できる効果と活用方策：実施する人材育成
の仕組みは、大学と企業の協力により行なわれることが特
徴。企業の積極的な参加により、大学だけでは不十分な社
会センスや産業化意識などが得られる。さらに企業の若手
研究者教育にも大学教員が協力することで、学理に根ざし
た合理的問題設定、解決能力を身につけた人材の育成が期
待できる。また育成した学生が企業に高い待遇で採用され、
また企業はその発展に貢献する高度な人材を採用できる。
これにより我が国の産業競争力の一層の強化につながる。
4.具体的な達成目標
(1)３年目における具体的な目標：部局を越えて、ナノ
量子情報エレクトロニクス研究機構を発足させ、機構内に
Ｔ型連携の東大企業ラボ群を設立。またナノ量子情報エレ
クトロニクスに総合的に取り組む人材育成の教育プログ
ラム立ち上げる。雇用もエフォート率に応じた柔軟な仕組
みと知的財産の取り扱いの改善を図る。国際的拠点形成を
目指し、特任教員・研究員における外国人比率 20％以上を
目指す。研究活動においては、産学連携のもと、量子ドッ
ト光源の高性能化を図り実用化可能性実証を行う。ポスト
CMOS 技術および光電子融合技術について基盤研究を推進
する。また、量子暗号通信システム実現に向けて、単一光
子発生素子を含めた量子状態制御デバイスの基盤技術を
開発する。(全て達成)
(2)７年目における具体的な目標:Ｔ型産学連携および
国際連携を充実させるとともに、他の外部資金も積極的に
活用し世界拠点としての体制の充実を図る。教員ポストの
拡充を必要に応じて行うとともに、自立支援研究者、外国
人機構研究者それぞれ雇用実績総数の 10%以上、25%以上を
達成する。また、女性研究者の登用を積極的に行う。エフ
ォート率に応じた柔軟な雇用の仕組みや、知的財産の取り

扱いについて、必要に応じて改革を積極的に図る。研究開
発においては、次世代ナノエレクトロニクスと量子情報エ
レクトロニクスを機軸にして推進する。量子ドットレーザ
の高性能化（25Gbps@1.3µm 動作実証）とイノベーション創
出の可能性実証、フレキシブルエレクトロニクスにおける
有機 CMOS 集積回路の高速動作実証（リングオシレータ発
振周波数 40kHz 動作実証）などを推進する。さらに量子暗
号通信システム実現に向けて、高速 1.5μm 帯単一光子発
生器（20MHz 動作実証）を開発し、単一光子量子暗号通信
技術に関しては、量子鍵伝送の長距離化（伝送距離 50km@
生鍵生成レート 100bps 動作実証）を図る。同時に量子中
継など量子ネットワーク実現に向けた基礎研究を推進す
る。
(3)実施期間終了時における具体的な目標:拠点の更なる
充実とともに、人材育成プログラムのさらなる改善を図り、
自立支援研究者、外国人機構研究者それぞれ雇用実績総数
の 15%以上、30%以上を達成する。また、女性の登用をさ
らに積極的に行う。研究開発については、量子ドットレー
ザのさらなる高性能化（温度安定動作実証、25Gbps@1.3µm、
低チャープ 10Gbps@1.3µm 動作実証）
、フレキシブルエレク
トロニクスの実用化可能性実証（有機 CMOS 素子 5MHz 動作
実証等）
、高速 1.5μm 帯単一光子発生器技術（駆動周波数
サブ GHz 動作実証）及び都市内光ネットワークをターゲッ
トとした長距離単一光子量子鍵配布技術の確立（80km 生
鍵伝送実証）を図るとともに、電子スピンと光子状態間の
量子情報転写技術をはじめとする小規模量子演算実現可
能性を立証する。これらにより、ナノ技術、量子科学、Ｉ
Ｔ融合 による安全・高効率・グリーンなユビキタスＩＴ
社会に向けてイノベーションを図る。
5.実施期間終了後の取組
10 年目以降においては、ナノ量子情報エレクトロニク
スの主たるテーマは開発フェーズに入るが、量子計算技術
や現時点では想定できない新技術については、さらに産学
協働で研究開発を行う必要がある。ナノ量子機構を、大学
の学術研究と企業の基盤・開発研究から実用化研究までシ
ームレスに結合する学術・産業基礎研究拠点として、東大
において確固たる組織とし、この融合領域分野のさらなる
発展を図る。
6.期待される波及効果
(a)ブロードバンド化、高効率・低消費電力化、セキュア
化、アンビエント化は、ユビキタス情報社会の高度化の実
現のみならず、社会全体のトータルの低炭素化をもたらす。
(b)第２の量子力学エンジニアリングによるイノベーショ
ン創出により、目標の達成のみならず、研究開発過程で多
くのナノ・材料技術やデバイス技術についての知見が得ら
れる。これらは、我が国の学界や産業界で共有されさまざ
まなエレクトロニクス産業技術に役立つ。
(c)若手大学研究者、企業研究者、大学院学生は、研究開
発を通じて幅広くかつ深い学術的手法やビジョンを体得
でき、未来の研究開発やイノベーション創出の担い手、将
来新たな分野に取り組む担い手となる。
(d)東大、ベンチャー企業ＱＤレーザ、富士通研究所、３
者連携によるイノベーション創出は、大学学術研究のシー
ズ、国の支援を得た産学連携により育成したイノベーショ
ンとして、世界的に見ても類がない。本プロジェクトの成
功により、カーブアウト型という新たなベンチャー企業が
上場されれば、先端研究の技術開発のあり方に大きなイン
パクトを与える。
(e)量子暗号通信技術開発においては、東大と複数企業の
融合連携を推進しており、我が国の産業界における研究開

発のあり方に大きなインパクトを与える。
(f)「場とビジョンの共有」をめざし大学と企業がシーム
レスな研究拠点を形成することにより、カーブアウト型ベ
ンチャー企業を巻き込んでイノベーションの創出を目指
すという、新しい産学協働のあり方を提議するものであり、
他機関等の今後のモデルケースとなることを期待される。

b. 実施体制
(1)体制図

7.実施体制
a. 概要
ナノ量子情報エレクトロニクスの研究分野は、大学の学術
研究とデバイス開発・実用化実証研究が相乗効果をあげら
れる分野である。その研究の展開は、基礎研究→基盤研究
→応用研究→実用化研究開発といった一方向の流れでは
なく、基礎研究⇔基盤研究⇔応用研究⇔実用化研究開発と
いった双方向・相乗的流れに立つ。また、新しい原理の発
想や材料の発見は不連続な発展をもたらし、IT に革命を
起こす可能性を秘めている。
本研究拠点は、新しいスキームの確立を部局や大学の枠を
超えて図るとともに、ナノ量子情報エレクトロニクスとい
うナノ量子科学技術と IT の新の融合をめざした新たな研
究展開を目指すものである。
(2) 拠点化構想に携わる研究者等
次項の「当該構想における役割」の欄は、以下の番号と対応する
1) ナノ量子情報エレクトロニクス研究開発：拠点の発足と充実化
2) 次世代ナノエレクトロニクス研究開発
3) 量子情報エレクトロニクス研究開発
4) ナノ量子エレクトロニクス基盤技術研究開発
氏名
荒川 泰彦
有田 宗貴
伊藤 公平
今井 浩
岩本 敏
太田 泰友
大津 元一
勝本 信吾
北村 雅季
◎五神 真
染谷 隆夫
高橋 琢二
竹内 繁樹
田中 雅明
田辺 克明

所属部局・職名
東京大学ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構・機構長
東京大学ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構・特任准教授
東京大学ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構・客員教授
東京大学ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構・教授
東京大学ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構・准教授
東京大学ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構・特任准教授
東京大学ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構・教授
東京大学ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構・教授
東京大学ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構・委嘱准教授
東京大学 総長
東京大学ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構・教授
東京大学ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構・教授
東京大学ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構・委嘱教授
東京大学ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構・教授
東京大学ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構・委嘱准教授

当該構想における役割
1) 2) 3) 4)
1）4）
1) 3)
1) 3)
1) 2)
1) 4)
1) 4)
1) 4)
1) 2)
1)
1) 2)
1) 4)
1) 3)
1) 2)
1）2）

樽茶 清悟
中岡 俊裕
中村 泰信
野田 進
野村 政宏
平川 一彦
平本 俊郎
古澤 明
マーク ホームズ
町田 友樹
村尾 美緒
山内 薫
山本 喜久

東京大学ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構・副機構長
東京大学ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構・客員准教授
東京大学ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構・教授
東京大学ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構・委嘱教授
東京大ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構・准教授
東京大学ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構・教授
東京大学ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構・教授
東京大学ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構・教授
東京大学ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構・特任准教授
東京大学ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構・准教授
東京大学ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構・教授
東京大学ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構・教授
東京大学ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構・委嘱教授

1) 3) 4)
1）4）
1）3）
1) 4)
1) 4)
1) 4)
1) 2)
1) 3)
1) 4)
1) 4)
1) 3)
1) 4)
1) 3)

（注：◎は総括責任者）

8.各年度の計画と実績
a.平成 18 年度

(1)計画：本拠点の中核組織として、ナノ量子情報エレク
トロニクス研究機構を発足させ、研究部門に加えて同機構

内に T 型産学連携を遂行する東大企業ラボを設立する。ま
た、ナノ量子情報エレクトロニクスに総合的に取り組む人
材育成の教育プログラムの立ち上げる検討を始める。研究
開発では、ナノ光デバイスの高性能、ポスト CMOS 技術の
基盤技術研究、量子状態制御デバイスの基盤技術確立に向
けた物性科学・量子ドット形成技術の研究を開始する。
(2)実績：総長直轄のナノ量子研究機構を設置し、拠点形
成およびその運営を進め、ナノ量子情報エレクトロニクス
部門、次世代ナノエレクトロニクス部門、量子情報科学技
術基盤部門の各研究部門において、研究開発の推進を図っ
た。さらに機構内に、T 型産学連携を推進する東大企業ラ
ボを協働機関毎に設置した。協働機関との共同研究におい
ては、基本契約に加え、秘密保持契約を 4 社連名で締結し、
拠点における産学連携運営の円滑化を図った。また協働機
関からのコミットメントの証明方法として、確約書・証明
書方式を提案。本方式は文部科学省に採用され、本プログ
ラムのほかの課題にも適用された。
人材育成面から、高い能力を有する博士課程学生を研究補
佐員として雇用し、本拠点における研究活動の一部を担当
させた。また、分野横断型教育プログラムに関する検討を
進め、平成 19 年度以降、各協働機関も参加する大学院新
講義を開講する準備を整えた。研究開発については、量子
ドットレーザの高性能化、量子暗号通信システム実現に向
けた通信波長帯単一光子発生器を含めた量子状態制御デ
バイスの基盤技術研究およびフレキシブルエレクトロニ
クス等新材料デバイスについて基盤研究を推進し、当初設
定した成果を得ることができた。
b.平成 19 年度
(1)計画：本機構を円滑に運営し、研究部門と東大企業ラ
ボの体制を一層整える。IT に総合的に取り組む人材育成
の教育プログラムを立ち上げる。また、エフォート率に応
じた柔軟な雇用の仕組みの導入や知的財産の取り扱いも
長期的視野に立った基盤研究への配慮を学内特区的な考
えのもとで検討する。外国人研究者の積極的採用を進める。
研究開発においては、量子ドット光源の高性能化及びフレ
キシブルエレクトロニクスについて基盤技術研究をさら
に充実させ、量子状態制御デバイスの基盤技術確立に向け
た物性科学および量子ドット形成の研究をさらに進める。
(2)実績：本機構および各東大企業ラボの一層の充実に努
めた。分散していた機構事務局・企業ラボ、実験室を駒場
リサーチキャンパス内の総合実験棟に 300 平米のスペー
スを確保し、集約・整備した。また横断型教育プログラム
「ナノ量子情報エレクトロニクス特論」を工学系研究科に
開講した。講義では、協働機関と連携した企業集中講義を
組み込み、新聞にも大きく報道された。人材育成には、科
研費獲得可能な優秀な人材がエフォト率による柔軟な雇
用形態で本拠点にも参画できる仕組みを構築した。外国人
や女性教員の登用も積極的に進めた。知的財産の扱いにつ
いても、協働機関全体での統一的契約に向けた検討を開始
した。また、社会への情報発信にも努め、成果論文発表だ
けでなく機構ウェブサイトの充実、機構ニュースレターの
月 1 回発行、展示会への出展など、機構の取り組みの社会
への情報発信に積極的に努めた。研究開発については、引
き続き子ドットレーザの高性能化、通信波長帯単一光子発
生器、量子もつれ光子対発生器などの量子情報デバイスの
基盤技術研究およびフレキシブルエレクトロニクス等新
材料デバイスについて基盤研究を推進するとともに、量子
ドットやフォトニック結晶の作製技術や物性探索に取り
組み、当初設定した成果を得ることができた（詳細は割愛）。
また、機構を中心にした企業間連携を実現し、1.55μm 単
一光子発生素子を用いた世界初の量子暗号鍵配布通信実
験の準備を進めた。

c.平成 20 年度
(1)計画：本機構の体制を確立する。エフォート率に応じ
た柔軟な雇用の仕組みを導入するほか、知的財産の扱いに
ついても長期的視野に立った基盤研究への配慮を学内特
区的な考えのもとに実施もしくはその準備を行う。また国
際拠点形成を目指し、特任教員・研究員における外国人比
率 20％以上を目指す。研究開発では量子ドットレーザの
高性能化と実用化への可能性実証を図る。ポスト CMOS
および光電子融合について基盤研究を進める。単一光子発
生器を含めた量子状態制御デバイスの基盤技術を開発し、
量子暗号通信システム要素技術の充実を図り、4 年目以降
の準備とする。
(２)実績：エフォート率に応じた柔軟な雇用の仕組みを導
入し柔軟な雇用体制の実現への取り組みを進めるととも
に、知的財産の扱いについても学内特区的な考えのもとに
知財権の統一的扱いに関する取り組みを議論し、21 年度
から試行する目処を立てた。特任教員・研究員における外
国人比率 25％以上を達成した。研究開発では量子ドット
レーザの高性能化、３次元フォトニック結晶ナノ共振器の
世界最高Ｑ値の実現などの成果を挙げるとともに、単一光
子光源の高性能化を含めた量子情報素子技術において、多
くの進展が得られた。また、新型スピン量子ビットの多重
化など量子情報基盤技術においても大きな成果が得られ
た。機構を中心にした企業間連携を実現し、1.55μm 単一
光子発生素子を用いた世界初の量子暗号鍵配布通信実験
の基盤が整いシステム実験に着手出来る段階となった。
d.平成 2１年度
(1)計画：引き続きキャンパス・部局や産学の垣根を越え
た横断的な研究開発拠点および人材育成の場として、機構
の一層の充実化を図る。協働企業参加の大学院講義の改善
を進めるとともに、国際的人材育成のため外国人の登用を
さらに積極的に進める。また若手研究者の自立支援も推進
する。知的財産の取り扱いについては、昨年度に引き続き
統一契約に向けた具体的改善を図る予定である。研究活動
においては、参加機関の強力な連携のもとに、これまでの
研究成果に基づき引き続き推進する。複数協働企業の連携
のもとで進めている、1.55μm 帯単一光子光源による量子
鍵配送実験をさらに推進するとともに、量子ドット技術の
新方向として、光電子融合技術や高効率エネルギー変換素
子への展開を開始する。
(２)実績：人材育成の一貫として、企業における集中講義
を含む大学院講義を工学系・理学系研究科で引き続き開講
するとともに、外国人研究者３名（中、仏、泰）を採用し
国際拠点として拡充を進めた。また、知的財産の取り扱い
では、20 年度に開始した契約内容統一の枠組みでの共同
出願も行われた。研究活動においては、本年度より協働企
業として新たに QD レーザ社が加わり、量子ドットを用い
た初の緑色レーザの実現などの多くの成果が達成された。
また、通信波長帯量子ドットの高性能化、有機トランジス
タに世界最速動作の実現、1.55m 単一光子光源を用いた
量子鍵配送の初期的実験の成功など、７年目終了時のミッ
ションステートメント達成に向けた基礎となる重要な成
果が多く得られた。
e.平成 22 年度
(1)計画：研究開発拠点および人材育成の場として、機構
の更なる充実化を図る。国際的人材育成の観点から、外国
人の登用、若手研究者の自立支援を積極的に推進する。研
究活動においては、参加機関の強力な連携のもとに、これ
までの研究成果に基づき引き続き推進する。1.55m 帯単
一光子光源による量子鍵配送実験については長距離化・高
速化を目指して研究開発と推進する。同時に、量子ドット
技術の新しい方向として、波長変換技術による量子ドット

レーザ緑色レーザ光源や高効率エネルギー変換素子の研
究開発も推進する。
(２)実績：国際的拠点として広く認知され外国人研究者の
比率は 48%に達した。また、企業における集中講義を含む
大学院講義の継続、若手研究者の自立支援などを通して人
材育成・流動の好循環を生み出した。研究活動においては、
QD レーザ社が通信用レーザの大量出荷を始めるととも
に、通信波長帯量子ドットレーザの高速変調動作や緑色量
子ドットレーザの高機能化実証など、多くの成果が達成さ
れた。また、1.55m 帯単一光子光源による量子鍵配送実
証実験において、伝送距離 50km の達成など、単一光子光
源を用いたシステムとして世界最高性能を達成した。また、
多準位量子ドット太陽電池の理論変換効率を算出し、最大
約 75%の超高効率が達成できる可能性を明らかにした。
f.平成 23 年度
(1)計画：国際的研究開発拠点および人材育成の場として、
機構の更なる充実化を図る。研究活動においては、1.55m
帯単一光子光源による量子鍵配送システムの更なる長距
離化・高性能化を目指した基盤研究を推進すると同時に、
量子ドット太陽電池に関する研究開発を加速させる。また、
量子ドットレーザ技術、フレキシブルエレクトロニクス技
術についても継続して研究開発を推進する。
(２)実績：企業における集中講義を含む大学院講義、若手
研究者の自立支援、海外研究者の採用などを継続的に推進
し、国際拠点として充実化を図った。研究活動においては、
220℃で動作する量子ドットレーザや、150℃まで安定な単
一モード CW 動作可能な DFB 型量子ドットレーザを実現し
た。また、有機 CMOS リングオシレータとして世界最高の
200 kHz 動作や、世界最高の変換効率（18.7%）を有する
量子ドット太陽電池の実現など、多くの成果が達成された。
さらに、世界最高純度（g(2)(0)＝0.002）を有する単一光
子源の開発に成功し単一光子型量子鍵配送システムの更
なる高性能化の可能性を示したほか、ナノ共振器中量子ド
ットからの二光子自然発光の増強など、学術的価値の高い
多くの成果を創出した。
ｇ.平成 24 年度
(1)計画：量子状態制御デバイスの開発により、量子暗号
通信の実験を行い、量子中継など量子ネットワーク実現に
向けた基礎研究を推進する。量子ドット光デバイスの開発
により IT にイノベーションの芽を出させる、ポスト
CMOS 等の技術基盤をさらに充実させる。Ｔ型産学連携
を充実させ、IT に総合的に取り組む人材育成教育プログ
ラムの充実を図る。エフォート率に応じた柔軟な雇用や、
知的財産の扱いについて改善を図る。
(２)実績：量子ドットレーザの量産出荷が本格化し累計
100 万台を超える量産出荷を実現するとともに、新規分野
への出荷も始まりつつあり本格的イノベーションへの地
歩を築きつつある。また、量子ドット技術の新たな展開と
して、サブバンド間遷移を利用した高感度光検出器の基盤
技術開発も開始した。1.5m 帯単一光子発生素子の動作ク
ロック周波数 100 MHz まで高めることに成功し、長距離量
子鍵配送の実現に目処をつけた。また、time-bin 量子ビ
ットの量子テレポーテーション、シリコン 3 重量子ドット
素子や世界最高の２光子干渉性をもつ伝令付き単一光子
源の実現、ナノワイヤ中 GaN 量子ドットを用いて窒化物半
導体材料として世界初となるラビ振動の観測に成功する
など、世界をリードする多くの成果が得られた。
h.平成 25 年度
(1)計画：ナノ量子情報エレクトロニクス分野における国
際的研究拠点としての一層の充実化を図るとともに、イノ
ベーション創出に向けた拠点の構成、活動内容について更
に議論し、今後の課題を明らかにする。量子ドット光デバ

イスの高性能化、量子暗号技術の高度化などの研究開発を
更に推進する。イノベーション創出への工程について議論
する。
(２)実績：量子ドットレーザの量産出荷は順調に増加し累
計 150 万台を超えた。さらに、光電子集積回路用光源など
の新規分野へ参入も進みつつある。また、量子ドットサブ
バンド間遷移を利用した高感度光検出器については、性能
指数の大幅な向上を実現し、その市場化展開を視野に入れ
た開発を進めている。1.5m 帯単一光子発生素子では、単
一光子生成レート 3.2MHz を実現し通信波長帯で最も高性
能な外部同期型単一光子源を実現した。さらに、これを利
用して長距離量子鍵配送を実現した。また、量子もつれ光
子を利用した顕微鏡の開発や光量子ビットの完全量子テ
レポーテーション、ナノワイヤ中 GaN 量子ドットを用いた
室温単一光子の発生、三次元キラルフォトニック結晶によ
り巨大旋光性の実現など、世界をリードする多くの成果が
得られた。イノベーション創出への工程については、各協
働機関と、目標性能などの議論を進めた。
i.平成 26 年度
(1)計画：イノベーション創出を意識した、より強力な拠
点形成をすすめる。そのための構成、活動内容について、
継続的に議論するとともに、必要に応じて適切な対応を実
施する。研究開発においては、レーザ、検出器などの量子
ドット光デバイスの高性能化、量子暗号技術の高度化など
の研究開発を更に推進するとともに、イノベーション創出
への工程について平成 25 年度の議論を元にさらに検討を
進める。
(2)実績：協働機関との個別議論を通じ、イノベーション
への道筋を明確化し拠点形成を進めた。量子ドットレーザ
の高性能化に加え、応用面の拡大を図る研究開発も進展し
た。(株)QD レーザの通信向け同レーザも累計 200 万台を
超える量産出荷を達成する一方、ロービジョン向けレーザ
アイウェアの商品化開発も本格化させた。量子ドット太陽
電池技術では世界で初めて明確な 2 段階光吸収光電流を
観測し、その素過程解明につながる成果を得た。量子ドッ
ト高感度光検出器についてもさらなる感度向上とともに、
64 素子リニアアレイ化を図った。光電子融合基盤では、
Si 基板上への量子ドットを含むナノワイヤの形成に成功
する一方、印刷 CNT-TFT を用いたインバータで高い利得を
実現するなど、フレキシブルエレクトロニクス技術の重要
な成果も得た。1.5µm 帯単一光子発生素子の高性能化に継
続して取り組み、盗聴リスクとなりえる隣接パルス間の位
相相関が存在しないことを、量子ドット単一光子源で初め
て実証した。また量子テレポーテーション心臓部の光チッ
プ化を図り、量子計算の実用化に近づく成果や超伝導回路
を用いたパラメトロンを実現し、量子ビットの高精度読み
出しに成功するなど、量子情報でも重要な成果があった。
量子ドットの基盤技術では、歪補償多層量子ドットレーザ
の発振、ナノワイヤ量子ドットレーザの発振に成功した。
また近藤効果の実証や半導体 3 次元キラルフォトニック
結晶による円偏光発光制御など、多くの成果を上げた。
j.平成 27 年度までの計画(平成 25 年度-27 年度の計画）
(1)計画：7 年目の中間評価を踏まえて、横断的な研究開
発拠点および人材育成の場としての更なる充実化・体制
強化を引き続き推進する。成果の引き継ぎを含め、プロ
ジェクト終了後も継続して活動が展開できる体制の整
備についても検討する。研究活動においては、参加機関
の強力な連携のもとに、これまでの研究成果に基づき引
き続き推進するとともに、プロジェクト全体にわたる成
果・技術のまとめも進める。

9.年次計画

（百万円）

項目

Ｈ18

Ｈ19

Ｈ20

Ｈ21

Ｈ22

Ｈ23

Ｈ24

Ｈ25

Ｈ26

Ｈ27

●拠点化構想
(1)拠点の運営・整備

242

536

570

397

353.5

217

211

210

183

192

(2)研究・開発の実施（含：企業からの
研究者人件費）

920

742

764

823

806.5

969

1,027

939

839

782

4

11

11

96

56

52

40

45

11

17

(1) 拠点の運営・整備のうち

23

171

188

131

126.5

161

161

175

183

182

特任教員等雇用費

20

166

185

126

126

154

138

147

165

164

3

5

3

5

0.5

1

1

1

1

1

6

22

27

17

17

(3)人材育成の実施
●補助金等充当計画

会議・公開シンポジウム開催費
（印刷費等含む）
事務業務外部委託費（環境改善費）
(2) 研究・開発の実施のうち

300

143

148

312

331.5

469

472

383

294

240

研究費(消耗品、備品、旅費等費)

300

143

148

300

331.5

469

472

383

294

240

4

11

11

96

56

52

40

45

11

17

1

1

1

1

1

0

1

82

40

40

30

40

0

10

16

15

11

9

4

11

6

(3)人材育成の実施のうち
専任教員等雇用費
各種教育プログラム実施費
ポストドク雇用

4

11

11

修士・博士課程学生支援
(4)間接経費

98

97

103

161

154

総計

1,166

1,289

1,345

1,316

1,216

1,238

1,278

1,194

1,033

991

425

422

450

700

668

682

673

603

488

439

うち補助金等分

10.諮問委員会
委

員

（外部有識者）
○ 江崎 玲於奈（委員長）
神谷 武志
岸 輝雄
坂内 正夫
榊 裕之
長野 裕子
村瀬 淳
ゲルハルト・アブストライタ
フェデリコ・カパソ

所

属

横浜薬科大学 学長、（一財）茨城県科学技術振興財団 理事長
東京大学名誉教授
（開）物質・材料研究機構 顧問
（開）情報通信研究機構 理事長
豊田工業大学 学長
文部科学省研究振興局参事官（ナノテクノロジー・物質・材料担当）
日本電信電話（株）先端技術総合研究所 所長
ミュンヘン工科大学 教授
ハーバード大学 教授

備 考

