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新しい原理やコンセプトで動作する 
「極限エレクトロニクス」

●�現在手掛けていらっしゃる研究についてお聞かせください．
皆さんの身の周りのPCやスマートフォンなどの情報端

末機器の中には，大量な情報を高速で処理するための無数
の電流スイッチが埋め込まれています．これを支えている
のが半導体テクノロジです．半導体とは金属（良導体）と
絶縁体の中間の性質を示す物質の総称です．この半導体か
ら構成されるトランジスタ集回路に流れる電流を制御する
ことによっていろいろな情報処理をしているのです．

そして，この半導体チップをいかに小さくして集積密度
を上げるかの研究がこれまで進められ，現在ではチップ
1cm四方に多数の配線でつながった1億個以上のトラン
ジスタを集積できるまでになりました．

一方で，情報の1ビットに対して配線を充電するために
1万個以上の電子が流れるという現在の仕組みのままで，
集積度だけを上げると消費電力はどんどん増大してしまい
ます．環境やエネルギーコストの観点からみると，これは
深刻な課題なのです．こうした現状を踏まえて，新しい原
理やコンセプトで動作するデバイスや回路の実現をめざし
て，電子1個を操る単電子デバイスの研究を行っています．
これができれば，単純な電子スイッチといった従来の機能
や性能とは異なる，極限的な性能（精度 ・ 感度）や低消費

電力性を持ったエレクトロニクス（図 1 ）を創成できる可
能性があると私たちは考えています．
●従来とは違う発想から生まれた技術の種なのですね．具体
的にどのような研究で，どんな分野で役に立つのでしょうか．
集積回路を構成するトランジスタの基本的な機能は，水

の流れをせき止めたり，発生したりすることに例えられる
ことが良くありますが，このような描像が成立するのは十
分にサイズの大きいバルク半導体の場合です．

一方で，私たちが研究しているのは，電子を狭い空間に
閉じ込めた「低次元半導体」と呼ばれるものです．半導体
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100年後の人にも評価してもらえ
るような仕事を残す．電子1個を操
る「単電子」デバイスに夢をかけて

ICTを支える半導体テクノロジは目覚しい進歩を遂げており，近年，微

細加工や結晶成長の技術を駆使して，電子1個，原子1個といった究極レ

ベルの制御が注目を集めています．その中で，NTTが取り組む極限エレ

クトロニクスの研究がどのようなブレイクスルーをもたらすのか，NTT
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としての姿勢を伺いました．
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や絶縁体の積層構造を形成したり，微細加工を用いてサイ
ズを縮小させることによって，電子をナノメートルサイズ
の空間に閉じ込める技術なのですが，低次元半導体におい
ては，電子が本来持っている量子力学的な波としての性質
や電子と電子の間に発生する反発力が顕著に表れます．私
たちが扱っているのは「量子ドット」と呼ばれるゼロ次元
とみなされる構造です．この構造の中では，狭い空間に閉
じ込めることによって生じる電子どうしの間に働く反発力
を利用して，電子1個ずつを個別に制御することが可能と
なり，しばしばこのような電子閉じ込め構造を単電子島と
呼びます（図 ₂ ）．単電子島への電子の出し入れを電気的
に制御することにより，電子を高速 ・ 高精度に転送するこ
とが可能となります．また，高感度な電荷検出素子を近傍
につくれば，転送された電子を1個単位で検出することも
できます．

最近のホットなトピックスとして，電子1個ずつを正確
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」を実現しようとしています

（図 ₃ ）．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，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．

低次元半導体の研究は古くから存在し，さまざまなデバ
イス研究がなされてきました．基礎物理の視点だけではな
く，工学的応用の可能性も秘めた魅力的な研究テーマだか
らです．

私たちは単電子操作，転送デバイスの研究を2000年
ごろからスタートし，2001年3月，権威ある英国科学雑
誌「Nature」にシリコン初の単電子操作に関する研究成
果を論文掲載することができました．その後，高速動作化
を進め，2008年には，GHzクロックでの単電子転送に成
功しました．また，単電子 ・ 少数電荷制御によるシリコン
低消費電力ナノデバイス研究に関しては，2011年から3
年にわたって内閣府の最先端 ・ 次世代研究開発支援プログ
ラム（NEXT）の助成をいただき，研究を進めました．そ
の結果，人工的に作製した単電子島を用いる方法とは別の
アプローチとして，電子をより狭い空間に閉じ込めること
ができる半導体結晶中の局在準位を用いた高速単電子転送
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の提案と実証に成功し， 2014年に「Nature Com mu
nications」誌に論文を掲載することができました．最近
でも，単電子転送の精度評価を定量的に行い，世界記録を
更新するなど着実に研究が進んでいます．

はじめは「なんとなく」でいい． 
でも，こうと決めたら「トコトン」 
突き詰めよう

●なぜ物理をテーマにされたのですか．また，研究者とし
ては順調に歩まれて来ましたか．
高校，大学時代に物理を学んでいて「非常に美しい」と

感じたのがきっかけです．自然 ・ 環境分野も大好きだった
ので，専攻を物理と環境のどちらにするかと悩んだ時期も
ありましたが，深く掘り下げることが好きな性格が物理を
選ばせたのだと思います．とはいえ，物理と決めたときも
最初は明確な意思はなく「なんとなく」でした．
「これが天職だ！」と分かっている人はごく限られてい

ると思います．だからこそ，ある程度得意なことや社会的
にやりがいのあると思うことから手をつけ，分からないな
がらもとにかく前に進んでいくことで，自分の生業が見え
てくるのではないでしょうか．私はNTTに入社する際に
は道が定まり，企業研究者としてやる気に満ち溢れていた
と記憶しています．入社2年目に上司や先輩に教えていた
だきながらトランジスタを作製し，完成した物が実際に動
いたときの感動は今でも覚えています．デバイスは漢字で

「素子」と書くのですが，まるで自分の子どもが生まれた
ような感動を覚えました．この感動は次へのステップへの
モチベーションにつながりました．

その後，電子を1個ずつ操作するという今の研究にシフ
トしていきました．研究活動は必ずしも順調ではありませ
んでしたが，上司や仲間，そして家族に恵まれ，行き詰まっ
ているときに相談できる相手がいたことが研究を続けてこ
られた理由の1つでもあります．

また，2004年には研究所の採用担当として2年間を過
ごしました．その間は研究ができないフラストレーション
を感じることもありましたが，この時期に人と組織を回す
のは何か，ということを学ぶ大切な教訓を得たと思いま
す．一見，マイナスな環境に思えることでも，考え方でプ

ラスに転じられると思います．
●研究を手掛けるときの着想，発想において大切なことを
教えてください．
私のこれまでの研究活動で実感しているのは，「発見は

現場の実験にあり」ということでした．机の上で考えて思
いどおりになったことに対しては，あまり手ごたえを感じ
ません．実験室でデータを取ってみて，「あれ，何かおか
しいぞ」と気付くことから始まり，あれこれと深く掘り下
げることで得た成果は多くあります．予期していたことと
違う結果が出ると探究心を駆り立てられる．これが私の研
究スタイルなのでしょう．

コンスタントに毎日研究するというよりは，ここぞとい
うときに集中しています．電車の中でも食事の最中でも
ずっと考えていますね．若いときは徹夜ももちろんありま
したよ．思い起こせば，博士論文を執筆の際は，3日間で
睡眠はわずか6時間というときもありました．

2001年にNatureに論文掲載された単電子操作の実現
を支えたのは，操作する電子の数が本当に1個かどうかを
確認するための検出方法でした．この検出方法は，従来に
はない極めて独創性の高いものですが，実は，それ以前の
実験で，予想もしなかった実験結果を分析して得られたも
のなのです．検出方法の発見から単電子操作につなげるま
でにまでに3，4年かかりましたが，毎日の実験が楽しみ
で没頭していました．

観測した現象の原因を深く突き詰めていくこと．これが
新しい研究テーマの発見へ私を導くのです．その発見の判
断基準となるのは確固たる物理に基づく洞察です．ロジカ
ルな思考力がとても大事だと考えています．

優秀な研究者は，優秀なパートナーを
探している

●現役の研究者として成果を出すために大切なことを教え
てください．
2003年から，アメリカ国立標準技術研究所に研究員と

して1年間在籍しました．高速で高精度の単電子転送の研
究をしていたころ，さらにこの研究を進めるのにふさわし
い場所だと考えて渡米しました．研究所では，実験装置を
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組み立てる，測定手法を考える，アイデアを出すなど，あ
れこれと挑戦させられました．私の研究者としての力量を
試されたのです．肩書きだけではなく，実力を評価する米
国らしいスタイルでした．実力を認められるまでには数カ
月ほどかかりましたが，何とか認められた後では研究活動
も大きく変化しました．自分のアイデアを出して，それが
認められると周りから信頼を得られ，議論を活発にしてく
れるようになったのです．

世界で活躍する研究者は「誰」と議論するかを非常に重
要視します．つまり，優秀な相手から刺激を受けたいので
す．常に「誰が優秀か」に目を光らせ，組む相手を探して
います．自分の殻に閉じこもるのではなく，優秀な研究者
たちと触れ合って議論をする場に身を置かないと成長はあ
りません．オープンな感覚を持って挑戦してほしいです．

直接，顔を合わせて互いに感じることができる研究者の
持つ空気感や人柄も大切です．現在は，英国の物理学研究
所との共同研究に取り組んでいますが，足を運ぶことで信
頼を得られると考えています．これも私のスタイルだと思
いますが，信頼とは研究実績よりも人柄です．どんな人間
かを理解してもらうことはとても大切なのです．科学者と
しての素地は必要ですが，最終的にはこの人と組みたい，
長い時間を過ごしたいと思えるかどうかだと考えます．

そして，研究者としてブレイクスルーするには，日ごろ
から他者や他の研究に関心を持ち，コミュニケーションを
図ることが大切だと思います．自分に関心を持ってもらう
ためにも，学会等で積極的に質問をすることも大切です
ね．たとえ，その場で質問できなかったとしても，後で声
をかけるなどでも構わないと思います．また，コミュニケー
ションを図るきっかけは，共通の趣味等の話題でも構わな
いと思うのです．その国の文化や研究以外の人間的な部分
に触れ合うことで心を開くこともできますよ．
●若い研究者の皆さんに一言お願いします．

知的好奇心とチームワークを大事にしてください．研究
成果は1人で挙げられるものではありません．やはり英知
を結集し，切磋琢磨することが大切です．遠慮していては
良いチームワークを築くことはできません．「ものづくり」
の技術の重要性は言うまでもありませんので，ノウハウの
蓄積，チーム内での共有化にも積極的に取り組んでほしい
ですね．基礎研究の世界で重要な仕事をするには3つのポ

イントがあると思います．1番目は世界に認知される仕事
をすること．2番目は同業の研究者から評価され，その論
文等が引用される仕事をすること．最後に，一見流行から
外れた研究であっても，それが未来に評価される可能性が
ある内容を含むものであること．後の研究者が参考にした
くなるような有益なデータ，情報を含んでいる仕事ができ
ているかです．

これらの実現のためには，ガラパゴス，井の中の蛙になっ
ていないかを常に念頭に置いてほしいですね．研究分野，
そしてその歴史を俯瞰して，冷静な自己分析をすることで
す．自分の研究がそれまでの研究の流れ，系譜のどこに位
置付けられるかをしっかり見極めることです．科学技術の
発展に資するということは，結局，他の研究者が今まで築
いてきた長い成果の蓄積の上に新たな足跡を付け加える
ということです．過去の研究に敬意を払って，「自分は本
当に意味のあることができたのか」と問い続けてほしいの
です．
●今後はどのように挑まれますか．

単電子転送を用いた電流標準は，2018年以降に新しい
国際単位系として再定義される予定の電流の単位，アンペ
アを直接的に実現する手法として期待されています．電流
標準応用を実現するためのマイルストーンとして，量子計
測三角形の完成をめざしています．これは，単電子転送を
用いた電流標準と，ジョセフソン電圧標準，量子ホール抵
抗標準との関係性をチェックする実験です．ちなみに，ジョ
セフン効果と量子ホール効果はノーベル物理学賞を受賞し
ています．一方，私たちの取り組みは，電子をどこまで正
確に制御できるかという工学的なチャレンジとなるわけで
すが，極限エレクトロニクスの1つの出口として取り組ん
でいきます．現在，英国の物理学研究所のチームと共同研
究を進めており，特に欧州を中心に研究プロジェクトが進
みつつあります．長期的には，極限エレクトロニクスを追
求し，センサ応用，低消費電力な情報処理システムの実現
へとつなげていきたいと考えています．

そして，研究を達成すると同時に，後進となる若い方た
ちに思いを伝えていきたいと思っています．私の考えを押
し付けるのではなく，彼らの知的好奇心を刺激し，手助け
できる存在になれればと思います．


