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低次元半導体物理研究の最前線

ICT社会を支える半導体

現在，私たちの身の周りでは，PC
やスマートフォンなどさまざまな情報
処理端末が活躍するとともに，大量で
高度な情報の共有や閲覧が可能なネッ
トワークが整備され，日々の生活やビ
ジネスは，ICTにより大きく支えられ
ています．そのようなICT社会を支え
る大きな柱の 1 つが半導体テクノロ
ジです．半導体とは，文字どおり，金
属（良導体）と絶縁体の中間の性質を
示す物質の総称であり，集積回路のト
ランジスタに用いられるシリコン，通
信用半導体レーザなどに用いられる化
合物半導体，白色発光素子で有名な窒
化物半導体など，高いエネルギー効率
で電流や光を制御でき，電子部品の小
型化を可能とすることがその大きな特
長です．

半導体テクノロジは，その材料の成
長や品質に関する研究，デバイスに加
工するプロセス技術に関する研究，デ
バイスの性能を決めるデバイス物理に
関する研究など総合的な取り組みに
よってめざましい進歩を遂げてきまし
た．例えばPCの頭脳である集積回路
を例に取ると，その性能の向上は，微
細加工によりサイズを縮小したトラン

ジスタを多数個詰め込むことによって
実現されてきました．現在，集積回路
1 チップ当りのトランジスタの個数
は10億個を超え，数字として世界の人
口と同じレベルとなっています．一方，
このような単純なルールで性能向上を
達成してきた集積回路の消費電力は
増加の一途をたどり，環境やエネル
ギーコストの観点から深刻な課題とな
りつつあり，新しい原理やコンセプト
で動作するデバイスや回路への期待も
高まりつつあります．

また，基礎的な物性研究の観点から
も，半導体は魅力的な材料であり続け
てきました．特に，微細加工やプロセ
ス技術の発展に伴い人工的に設計され
たさまざまな構造やデバイスが作製さ
れ，そのような構造を用いて新しい物
理の研究が進展する，といった具合に，
テクノロジとサイエンスがもっとも美
しく融合した分野の 1 つということ
ができるでしょう．そういった意味で，
半導体の新規な構造で生じる新しい
物理現象を制御することができれば，
単純な電流スイッチや発光デバイスと
いった従来の機能とは異なる，極限的
な機能や性能を持ったエレクトロニク
スを創成できる可能性があると私たち
は考えています．

以上のような背景のもと，NTT物
性科学基礎研究所では，半導体デバイ
スに本質的な変革をもたらすような物
性の探索や新しい応用の開拓を推進し
ています．本特集では，私たちが取り
組んでいる研究の一端を紹介します．

低次元半導体における電子物性と
その極限制御

半導体デバイスの機能を担う主役
は，半導体中に存在する電子です．例
えば，集積回路を構成するトランジス
タの基本的な機能は，電流スイッチで
あり，半導体の中を自由に動き回る電
子を制御するわけですが，これは，し
ばしば水の流れをせき止めたり，発生
させたりすることに例えられます．し
かし，このような描像が比較的良い近
似として成立するのは，半導体のサイ
ズが十分に大きい，バルク半導体の場
合です．電子は，電荷を構成する最小
単位として約1.6×10−19クーロンの素
電荷量を有する粒子ですが，その一方
で，量子力学の要請により，いわゆる
ド ・ ブロイ波長を有する波として振る
舞うことが知られています．よって，
異種の半導体の積層構造を成長させた
り，微細加工を用いてサイズを縮小し
たりすることにより電子をナノメート
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低次元半導体を用いた電子物性の極限制御

ICTを支える半導体テクノロジの進歩は著しく，近年，高度な微細加工
や結晶成長の技術を駆使することにより，電子 1個や原子 1個といった究
極レベルの制御が可能となってきています．特に，電子を微小領域に閉じ
込める低次元半導体を用いることにより，粒子や波としての電子の極限的
な制御が実現されつつあります．本特集では，NTT物性科学基礎研究所で
進めている低次元半導体に関する最新の研究成果を紹介します．
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ルサイズの空間に閉じ込める，「低次
元半導体」においては，電子の波とし
ての性質が顕著に表れてきます．

また，ごく小さい電荷量を持った電
子であっても狭い空間に閉じ込めるこ
とにより，それまで個別に自由に動き
回っていた電子どうしの間に働く相互
作用（主なものとしてクーロン反発力
による相互作用）が生じ，これを利用
すれば，電子 1 個 1 個を個別に制御
することも可能となります．さらに，
電子は，スピンと呼ばれる内部状態を
持っており，これに対応した磁気モー
メントを持っています．スピンは，磁
気メモリとしてすでに利用されている
ものですが，論理情報処理などにおけ
る情報のキャリアとして利用できない
かという視点からも近年注目を集めて
います．これは，電子を電荷として利
用した場合に発生する発熱などのエネ
ルギー散逸を回避できる可能性がある
からです．

以上のように，低次元半導体におい
ては，「電子の粒子性」のみならず，「電
子の波動性」「電子間の相互作用」「ス
ピン」がキーワードとなり，これらが
絡み合って発現させる物性は，基礎物
理の視点のみならず，工学的応用の可
能性を秘めた魅力的な研究のテーマで
す．低次元半導体の特徴的な構造は，
しばしば「量子井戸」（二次元の面状
構造），「量子細線（ワイヤ）」（一次元
の直線状構造），「量子ドット」（直方

体や球状の構造であり，あらゆる方向
に閉じ込められているのでゼロ次元構
造とみなされる）と呼ばれています．
また，ゼロ次元構造については，電
子を粒子とみなすことができ，かつ，
クーロン反発力の相互作用が支配的な
場合は，電子を 1 つずつその構造に閉
じ込めることができるため，「単電子
島」と呼ぶこともあります．このよう
な低次元半導体の研究の歴史は古く，
多くの物性研究，単電子デバイス（1）な
どのデバイス研究が展開されてきまし
たが，近年，デバイス作製技術や高
品質な結晶成長の進歩により，粒子や
波としての電子の極限的な制御が可能
となりつつあります．

NTT物性科学基礎研究所の取り組み

次に，今回の特集の各記事の内容を
簡単に紹介します．

まず，『高精度電流標準の実現につ
ながる高速な単電子転送』では，粒子
としての電子の精密な制御についての
取り組みを紹介します．この記事では，
電子 1 個 1 個を正確に操作するシリ
コン単電子デバイスを用いて，正確な
電流の物差しである「電流標準」を実
現する試みを紹介します．電気標準と
しては，現在すでに，半導体デバイス
を用いた抵抗標準，超伝導体デバイス
を用いた電圧標準が実用化されていま
すが，単電子デバイスを用いた電流標
準を実現できれば，半導体テクノロジ

に立脚して，さらに確固とした電気
標準単位系の構築につながっていく
と期待されています．
『超微小デバイスのノイズ─単一

電子レベルでの分析』は，微細化の限
界で見えてくる電子 1 個 1 個の振る
舞いとそれらがデバイスの熱ノイズに
与える影響に関する研究です．電子 1
個 1 個の振る舞いを調べるため，超高
感度な電荷検出を可能とするシリコン
トランジスタを用いています．デバイ
ス 構 造 は， い わ ば 極 小 のDRAM

（Dynamic Random Access Memory）
と呼べるものであり，ノイズ分析を通
して，将来の超微細化された半導体デ
バイスにおける熱ノイズが，従来の回
路モデルの理論とどのように乖離して
くるかを明らかにしました．
『シリコンの直接 ・ 間接光学遷移の

電気的制御』は，光りにくい半導体で
あるシリコンの発光効率を改善するた
めの物性制御に関する研究です．特に，
発光の高効率化が期待できる直接遷移
の増強効果を，電気的にかつ連続的に
調節できる点でユニークな成果です．
実は，この増強効果の材料学的な機構
はまだ分かっていないのですが，特殊
な条件で作製したシリコンとその酸化
物の界面において波としての電子が大
きな散乱を受けていることが示唆され
ています．研究の歴史の古いシリコン
でもまだ解明できない現象が見つかっ
た興味深い例といえます．
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『核磁気共鳴による電子の結晶状態
の観測』では，シリコンではなく，ヒ
化ガリウム（GaAs）と呼ばれる化合
物半導体を用いています．極めて平坦
な 2 次元系として存在する電子が，低
温 ・ 強磁場の環境下で，固体における
結晶構造のように結晶化する様子を初
めて観測しました．これは，自由に動
き回っていた電子がお互いに避け合っ
て配置されるようになったものであ
り，電子間の相互作用のエネルギーが
電子の運動エネルギーに比べて支配的
になったことに起因します．高度な結
晶成長技術により良質な 2 次元電子
系が作製された証拠ということもでき
るでしょう．
『原子 1 個の違いもない半導体量子

構造』では，従来の微細加工によるサ
イズ縮小ではなく，原子 1 個 1 個を
順番に並べていくことによる「量子
ドット」の作製に関する研究であり，
いわば低次元半導体の究極的なつくり
方といえます．電子の波動性の効果
が顕著な化合物半導体を用いているこ
とにより，ゼロ次元の構造に閉じ込め
られた電子の波の形を明瞭に観測する
ことができました．この作製手法を用
いれば，原子 1 個レベルで構造の設計
ができるため，電子の波の形を精密に
制御することができることになります．
『半導体ヘテロ接合によるトポロジ

カル絶縁体の実現』は，最近，固体物
理の分野で注目を集めているトポロジ

カル絶縁体に関する研究です．トポロ
ジとは，もともと数学用語で位相幾何
学を意味しますが，トポロジカル絶縁
体とは，構造の内部は電気を流さない
絶縁体で，表面やエッジ（端）だけに
電子を流すことができることを特徴と
する物質です．このような材料のエッ
ジなどに形成される低次元電子系を用
いると，電流を流すことなく，スピン
の持つ磁気モーメントだけを流すこと
が可能となるため，エネルギー散逸の
少ない情報伝達を実現できる可能性が
あります．

今後の展望

テクノロジとサイエンスを両輪とし
て発展を遂げてきた半導体の研究は，
これまで実現が困難と思われてきた電
子 1 個レベルでの正確な電荷操作や
原子 1 個レベルの精度の構造作製を
可能とするレベルに到達しつつありま
す．私たちは，このような究極的な物
性や構造の制御を可能とする半導体の

「ものづくり」技術を駆使することに
より，従来のデバイスの機能や性能を
凌駕する新しい半導体デバイスが実現
できるのではないかと考えています．
NTT物性科学基礎研究所では，低次
元半導体物理の研究を推進することに
より，高精度 ・ 高感度な極限エレクト
ロニクスや新しい量子現象に基づく情
報処理デバイスを実現し，将来のICT
社会を支える新しいエレクトロニクス

の創成を目指していきます．
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半導体の基礎研究にかかわって20年以上
が経過しました．何事もスピードが求めら
れる昨今ですが，その一方で，目の前で起
きている現象の物理を深く掘り下げて理解
し，着実に知見と技術を積み重ねていくこ
とがとても大切だと感じています．
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