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世界から高い評価を受けるナノマシン
技術

●山口さんの研究がいったいどんなものなのか，半導体の

知識のない方にも分かるようにお話しいただけますか．

では，身近なものを使って簡単に説明してみましょう．

まず，機械と聞くとどんなイメージを持ちますか？　おそ

らく歯車やバネといった部品を組み立ててつくった複雑な

装置と考える人が多いのではないでしょうか．鉄腕アトム

や機関車のように，その機械の中でバネや歯車がギシギシ

と音を立てて動いて，非常に大きなものだというイメージ

があるかもしれませんね．また，一般的に大きなエネル

ギーを使うという先入観もあると思います．

一方で，昨今ではさまざまな研究が進み「モノを小さく

つくる」という考え方が主流になっています．機械も同じ

です．この技術はマイクロマシン（小さな機械）と呼ばれ

ています．例えば，PCのプロジェクタなどには，虫の足よ

りも小さなミラーが敷き詰められていて，光が投影される

と，微細な動きによって反射の方向が調整されることで

RGB（色の三原色）がスクリーン上に合成され，映像を映

し出すことができます．プロジェクタの中では，常にマイ

クロマシンがカチカチと動いている，マイクロマシン技術

が完全に実用化されている例の1つですね．それから，自動

車に装備されているエアバッグ．衝突したときに，1 mm

以下のサイズの微細素子が振動し，電気的に検出するとい

う仕組みになっています．

マイクロマシン技術はこうした「スイッチ」や「センサ」

の働きに応用され，研究と開発が進められています．私た

ちはそれを極限まで小さくし，新しい技術を生み出すこと

に挑んでいます．最終的には，ナノテクノロジレベルのマ

イクロマシン技術，すなわちナノマシンの実現を目指して

います（図１）．

●その小さな機械を生み出すためにどんな研究活動をして

いるのですか．

あくまでも基礎研究ですから，どういうことができるか

と探っている，またこんな可能性があるのではと提案して

いる段階です．こうした研究の中でも2つの流れがあります．

1つは，スイッチを拡張していき情報処理までを手掛けら

れるナノマシンコンピュータの実現を目指すものです．上

手くいくかどうかは現段階では手探りの状況ですが，全く

新しい発想で，ナノテクノロジの機械で計算ができれば，

ひょっとしたら非常に低消費電力のコンピュータがつくれ

るかもしれません．また，コンピュータに限らず，メモリ

やデジタル情報を処理する部品に応用できるようになるか

もしれません．キーワードは「低消費電力」ですね．

そして，もう1つは，センサとしての役割の追求ですね．

現在の加速度センサの技術の感度を何ケタも向上させ，極

限的には原子が1つ接触しただけでも検出できるような研究

を進めています．「どれくらい小さな力，モノを検出できる

か」というのがテーマですね．バイオ応用やDNAの検出，

医療用検査機器，さらには物理学の極限の追求，モノの動

きや力の最小単位などを探るために活用できるのではと期

待する声も聞かれています．
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●どれも，前人未到の世界を拓くものなのですね．これら

の研究はどこまで進んでいるのですか．

研究がどこまで進んだかというのは，さまざまな考え方

があるので一口に言えませんが，一例として最近発表した

成果を振り返ってみましょう．

2008年4月に，板バネの微細な振動によってデジタル

演算を行うという新しい原理を用いた「ナノマシンコン

ピュータ」の提案を行いました（図２）．開発した素子の心

臓部は髪の毛の直径よりも細くて薄い小さな板バネです．

この板バネが原子の直径で数十個分（約10 nm）という極

めて小さな幅で振動するときの「周期のずれ」を，「0」お

よび「1」のビット情報に対応させることにより，１ビット

の基本的な演算を行うことに成功しました．板バネの極め

て小さな振動を用いて演算を行うため，とても小さな消費

電力になるかもしれません．

また，同年9月には，オランダのデルフト工科大学との共

同研究により，超電導量子干渉素子（SQUID）の一部をナ

ノマシン構造（板バネ）に加工し，約10 fmという原子の

大きさの1万分の1の微小な振動を検出することに成功しま

した（図３）．これまで，難しかった巨視的な物体における

量子現象の観測を可能にする新しい手法です．すべての物

質の構成要素である原子や電子の振る舞いは，ミクロの世

界の基本法則である量子力学によって支配されていること

は実験的に良く確かめられているのですが，現実の世界に

存在する「巨視的な」物体がどのように振る舞うかを実験

的に調べることは，これからの大きな研究テーマです．こ

のような研究に用いることができる極めて高い感度の振動

図２　ナノマシン素子の顕微鏡図と模式図 
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図１　典型的なナノマシン構造の電子顕微鏡写真 

長さは１～２ミクロン，厚さは200ナノメートル， 
幅は300ナノメートル．プールの飛び込み台のよ 
うに，ある周波数で振動する． 
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センサを作製し，原子の大きさの１万分の１の大きさの振

動を検出することができました．

さらに最近では，「ナノマシンコンピュータ」の集積度を

高くする可能性を持つ基盤技術を発表しました．これは，

複数の論理演算を同時に実行できるデジタル演算手法の開

発で，1個の基本素子だけで論理回路をも構成できる可能性

を持つ世界で初めての技術です．これまでは，もっとも基

本的な論理演算であっても複数のトランジスタが必要でし

たが，今回開発した手法では，たった1個の素子だけで複数

の論理演算を実行することに成功しています．これらの技

術はすぐに実際の装置の開発につながるものではありませ

んが，今後，実用化の可能性を検証していく予定です．

●こうした研究はいつから始められたのですか．

研究は2000年に始めました．実は，1998年までは半

導体の物性について研究していたのですが，研究所の企画

部に2年間異動することになり，仕事は研究からマネジメン

トへと移行しました．同じ研究を続けるには2年のブランク

は，他の研究者から大きな後れを取ることになります．そ

れならば，何か新しいこと，そして誰も手をつけていない

ことを始めてみようと思いました．研究者の私にとって，

マネジメントをしている2年間は実験こそできませんでした

が，決して研究活動は休みではありませんでした．後から

考えると，研究の視点を大きく変えるきっかけであり，新

しい流れを知り，人の真似ではない私自身のオリジナリ

ティ，アイデアを見いだせるチャンスだったと思います．

私は学生時代に，理論物理学者の朝永振一郎先生の仕事

が好きで，関連する本をよく読んでいました．朝永先生の

残された名言は多いそうですが，その中でも「もし，プリ

ンシプルのようなものがあるとすれば，人と同じことはし

ないということだ」という言葉があり，それは今でも頭に

残っています．後追いは楽だけれど，人とは違うことをし

ようという私のスタンスには少なからず影響していると思

います．

また，経験を積むにつれその研究の大きな流れがみえて

くると感じています．子細な部分ではなく，この大きな流

図３　超高感度の振動センサの原理図 
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れ，何が主流かをしっかりとつかんで，自身のオリジナリ

ティを加えることで，本当に意味のある新しいものを生み

出すことができるのではないかと思ったのです．

ちょうど世界で2～3のグループがナノマシンの研究を始

めたころであり，私も興味を持ってその動向を見守ってい

ました．そして，私が長年研究してきた半導体の技術を組

み合わせたら，独創的で面白いものが出来上がるのではな

いかと，思いついたわけです．ようやく10年後に，何とか

かたちになってきたという感じですね．

産みの苦しみを経験し，世界初の技術
を送り出した10年の道のり

●この10年余り，順調な道程だったのですか．

滑り出しは辛かったですね．私の研究スタイルは，詰め

てやるというよりは思いつきタイプかもしれません．新し

もの好きなんですね．思いついたらすぐに実行に移さない

と気が済まないほうです．しかし，ひらめいたのは1998

年に企画部にいたときで，マネジメントの仕事が忙しくす

ぐに研究に着手というわけにはいきませんでした．動向を

見守りながら，休みの日や寝る前に考えるなどして，少し

ずつ積み重ねていきました．そして，2000年に研究に

戻って，スタートを切ったのですが，すでに世界の2～3グ

ループは先駆けて研究をしていますから，すばらしい成果

をどんどん発表していました．しかし，私はまだ始めたば

かり．スタートから出遅れの状況で，さらには後追いでは

なく違うことをしようとするのですが，違うことなんてそ

う簡単に成果が得られるわけではありません．素子の作製

方法も測定方法も，どうして良いのかも分からない．周り

は誰も知らないという環境の中で成果を出そうとするので

すから，辛くて当然かもしれません．研究は１人で始めま

したが，他の研究者が当たり前に行っていた振動測定すら，

まともにできずにいました．振動が検出できれば，センサ

などの素子をつくるステップへ進めるのですが，最初の段

階がまだ何もできていないという状況でした．産みの苦し

みをここで味わいました．

●その振動は，どうやって読み取るのですか．

電気的に振動する半導体の抵抗が曲げによって変化す

るのですが，その変化を外から読み取るという作業です．

しかし，その抵抗の変化は10の6乗分の1，100万分の

1という極めて小さな電流の変化をみるのです．後から考

えると大したことはないのですが，当時は，そこに行く

までのノウハウが全くなかったので，材料，方法など，

自分で一から考えて作製しなければならなかったのです．

そんなときに，当時のリーダがフランス人の実習生を

アシスタントにつけてくれました．彼を指導しながら，

実験を手伝ってもらっていました．実験が上手くいって

いるときは彼への指導も上手くいくのですが，実験が進

まないと，彼もレポートを書く材料がないという状況に

陥ってしまいます．自分のことだけではなく，彼の心配

まで…という環境に非常に苦しみました．

正直，この10年少しの研究生活で一番辛かった時期で

したね．そして2000年のクリスマス．夜遅くまで仕事

をしていて，初めて微細振動を検知するという最初の段

階を確認することができたのです．何と素晴らしいクリ

スマスプレゼントだ！ と，フランスの実習生と大喜びし

たことを今でも覚えています．

そして，なんとか進みながら2004年米国の有名な物

理学会誌『Physical Review Letters』に論文を採択し

てもらい，強い手ごたえを感じました．

さらに，2007年には同僚の協力でパラメトリック共

振器という独自の素子がつくれるようになり，外部から

も誇れる技術だと賛辞を受け，軌道に乗ったという実感

が持てました．

●そんな厳しい環境の中で，どうして投げ出さずに前進で

きたのですか．

一度，研究を離れたからかもしれません．私は全く新し

い研究を始めたことで，それまでの研究からは梯子を外さ

れたような状況にあったのです．進むしかないと覚悟でき

たのは，こういう環境も影響したのではないでしょうか．

また，実験とは，最初のうちはねらいどおりにいかない

ものなのですが，何度も積み重ねていくうちに，その答え

が得られたり，想定していたことと違う興味深い結果が出

てくることがあるのです．この瞬間にいける！ という実感

がわいてくるのです．

すぐには成果が出なくても，その研究を継続することが

重要です．継続するという意味には，新しいことへの挑戦

も含まれています．しっかりと1つのことを継続するゆるぎ

ない気持ちと，新しいことへ挑戦するというアクションの
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バランスが上手くとれると良いと思います．

モノづくりの醍醐味を味わいつくす

●ところで，研究以外に山口さんはどんなことに夢中に

なっていらっしゃるのですか．

私は小さいときから何かとモノづくりが好きでした．子

ども時代のラジオづくりに始まり，過去にはステレオアン

プやスピーカ，ラック，机，バルコニーの池など，いろい

ろ挑戦しました．現在は忙しくてあまり時間がとれません

が，最近では，娘の机の棚や液晶TVのラックをつくりまし

た（写真）．自分でつくることの醍醐味は，世の中に存在し

ない唯一のものを手に入れること，そして，自分自身の

ニーズに完全にマッチしたものがつくれることです．完成

した瞬間がたまりませんし，何かを工夫して製作すること

で，研究へのヒントをもらうこともあります．スピーカを

良い音で鳴らす技術や，ステレオアンプで小さな電気信号

を低ノイズで増幅する方法などは，私が現在行っているナ

ノメカニクス素子の振動特性や，その信号をどのように増

幅するかといった原理に，とても類似した技術を使ってい

ます．そのような意味で，小さいときから趣味として馴染

んで来た知識に関連して仕事ができるということは，大変

幸せなことかもしれません．

また，もうあまり若いともいえないので，健康を維持す

ることにも気を使っています．スポーツは得意ではありま

せんが，週末に数キロほど走ったり，出勤時にはバスに乗

らず50分ほどかけて歩くこともあります．血液の循環が良

くなり気持ちが良いです．

●若い研究者たちにエールをお願いします．

私ももちろんそうですが，研究者にとって自分のオリジ

ナリティを出すということはとても大事なんです．特に若

くて優秀な研究者ほど，早く実績を上げ，自分で考えて

行った仕事だという実感をとにかく持ちたいと思っていま

す．しかし，私は，自分のオリジナリティについては，あ

せらず，じっくりと構えてほしいと考えます．「ヒットの延

長線上のホームラン」ではありませんが，まずは与えられ

た仕事にしっかり取り組んで，その延長線上に自分のオリ

ジナリティを出すことを考えることが，もっとも成功への

早道ではないでしょうか．最初は多少時間がかかるかもし

れませんが，自分のこれまでの知識・経験を十二分に発揮

できるチャンスは将来必ず訪れます．大学時代の自分の専

門と違うので，与えられた仕事は得意ではないという不安

が出ることもよくあると思います．私自身もそうで，入社

当時は随分あせっていたように思います．でも，本当は，

それを気にせずに与えられた仕事でベストを出すことを考

え，そのうえで自分のオリジナリティで味付けをしていけ

ばよいのです．結実の日までは苦しいかもしれませんが，

実を結べば，歩いて来た道程を広い視野で見わたすことが

できるはずです．頑張ってください．

写真　自作したアンプ，ラック，テレビ台，コルクボード，

スピーカなど


