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【ナノテクノロジー特集】 

 
米国と欧州のナノエレクトロニクス技術の最近の商業化動向 

 
1. ナノエレクトロニクス基盤メモリー 
2. 太陽電池 
3. 有機エレクトロニクス 
4. CNT/グラフェンエレクトロニクス研究 
5. 量子ドットフォトニクス 
6. ナノセンサー 
7. 超コンデンサー 

 
1. ナノエレクトロニクス基盤メモリー 
これまでの調査では、(1) 短中期的には、PRAMは MRAMに対して優位を獲得してお

り、インテルとサムスンの両社は 2008年に PRAMメモリ ICの供給を開始するとみられ
る。 (2) MRAM研究は、密度増加と従来のMRAMの密度問題を克服する方法として、ス
ピン転送トルク RAM(STT-RAM)へ重点を移しつつあり、IBMの研究もその方向に向かっ
ている。STT-RAMに関しては、最近はあまり動きがない。 

 
－ 2007年 10月に、グランディ社は、スピン転送トルク RAM (STT-RAM) 技術の開
発用に、米国商務省国立標準技術研究所 (NIST) から 200万ドルの先進技術プログ
ラム (ATP：Advanced Technology Program) 助成金を受取ったと発表した。特に、
その資金は、記憶密度を増加させてダイ 1個当たりのコストを低下させることを目
的に、材料・デバイスおよび回路面での革新がもたらされるかを精査することに使

用される。 
 
－ PRAMについては、2008年 2月始めインテル社はパートナーの STマイクロエレ
クトロニクス社および部分的にはその合弁の Numonyx 社と共に、コード名
Alverstoneの初期 128メガビット PRAM製品の待望の立ち上げを発表した。この
PRAM装置は 90nm設計ルールに基づいており、4つの物理的状態を持ったマルチ
レベル・セル構造を使用することでメモリー容量を 2 倍にする。インテル社/ST 社
は、このデバイスはある種の NOR フラッシュ部品に取って代わるという見解を示
しており、評価の目的で携帯電話およびその関連の顧客へ PRAM 装置を出荷して

いる。 
 

PRAMは価格で NORフラッシュと競争することは困難であること、また NORフ
ラッシュの拡張はまだ可能であることから、PRAM 向けの戦略の一環としては、

PRAMの書込時間が NORよりはるかに速いことを活かし、低密度 NORと DRAM
の組合せを使用するという方法があるかもしれない。 
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2. 太陽電池 
太陽電池は、特に、市場で供給者が限られていること、また 2007年に生産能力が 60％

以上成長し、電池レベルで 3400MW 以上になったことから、ナノエレクトロニクス技術

開発の分野において非常に重要である。 
 
CIGS (銅・インジウム・ガリウム・セレン化物) 太陽電池の領域ででは、特に、ナノ粒

子プロセスを使用する 2つの企業、すなわちナノソーラ (Nanosolar) 社 (パロアルト、カ
リフォルニア州) および ISET社 (チャッツワース、カリフォルニア州) の研究が注目され
る。この 2社のうち、ナノソーラ社は 1億ドル以上の投資を確保し、最も活発に商業活動
を展開した。 

 
－ ナノソーラ社のアプローチに関しては、特に効率面と商業化スケジュールについて
疑問視されていたが、2007 年 12 月に同社は、最初の商品を出荷したこと、またナ
ノ粒子プロセスを使用する 1MW の太陽電池パネルがドイツ東部にある発電所の一

部として使用されることを発表した。2007年 12月の、日本の福岡での第 17回国際
光起電力科学技術会議で、ナノソーラ社は、ガラス上に印刷された太陽電池の効率と

しては新記録を達成したことをはじめ、同社のプリント太陽電池の最新の結果を発表

した。 
 
ナノソーラ社は、特性評価のために同社の電池を国立再生可能エネルギー研究所 
(NREL：ゴールデン、コロラド州) の研究者へ提供した。NREL の研究者は、1 個
の太陽電池の 0.47 cm2の領域で 14%の効率を測定している。この結果は NRELが達
成した、真空プロセスを使用する CIGS 電池で 19.5%という記録的な効率と真空蒸
着によるガラス上の大面積 CIGS モジュールの約 13%という画期的な値と比較して
も優れている。しかし、ナノソーラ社の新記録を出した素子のセル面積は小さく、ま

た、ロールトゥーロール・プロセスの一部として、金属フォイル上にではなくガラス

上に製作されていることに注意されたい。 
 
－ つぎに、G24 イノベーション社 (カーディフ、英国ウェールズ州) の色素増感太陽
電池 (DSSC：dye-sensitized solar cell) の開発に言及する。同社の技術は、ベンチ
ャーキャピタルから資金を得て、大口株主である EPFL社 (ローザンヌ、スイス) と
Konarka 社から一部分ライセンスされている。その時以来、同社は市場導入計画で
成功を収めている。 

 
2007年 10月に、G24イノベーション社は、世界初の商業用品質の色素増感薄膜を生
産したと発表した。G24 社のアプローチに関して斬新なことは、自動化ロールトゥー
ロール・プロセスの使用で、特に金属薄膜基板上への色素増感薄膜の蒸着であり、ユ

ーザーがモジュールへ実装できるDSSCのドラムを作成できることである。 
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さらにその年に、G24社は、ケニアのMaster IT社との最初の商業契約を発表し、
Master IT 社が拡大するモバイル市場のユーザー向けに廉価な太陽エネルギー充電
装置を生産するための、色素増感薄膜を提供する。 

 
G24イノベーション社と Solaronix社 (オーボン、スイス) だけが商用 DSSC製品を
持っている。Solaronix社の電池は固いガラス基板を使用している。 

 
3. 有機エレクトロニクス 
ほとんどの有機導電体および半導体材料は有機ナノ粒子の分散を通じて作られるとい

う点で、有機エレクトロニクスは、ナノエレクトロニクスと重複する領域である。また、

低価格化が期待できることから、今後多くの有用な提案が見込まれる領域でもある。プリ

ント電子デバイスの開発者は一般に、ディスプレイ用のフレキシブルバックパネルと

RFIDタグという 2つの用途に注目している。 
 
－ 2007年 2月に、Polymer Vision社 (アイントホーヴェン、オランダ) および Telecom 

Italia社 (ミラノ、イタリア) は、折曲ディスプレイ付きの 3Gモバイル装置のセルラ
ーブック (Cellular-Book) を発表した。5インチのディスプレイは、使用されていない
時には装置内部に折り畳まれて格納される。同装置は、Polymer Vision社からの有機
薄膜トランジスター (OTFT) バックプレーンとE Ink社 (ケンブリッジ、マサチュー
セッツ州) の高解像度白黒電気泳動フロントプレーンを組合せる。Polymer Vision 社
は、2007年 10月に、Innos Limited社 (サザンプトン、英国) の買収を通じて、社内
でディスプレイ用OTFTバックプレーンの生産に参入した。 

 
－ Plastic Logic社 (ケンブリッジ、英国) は、ドイツのドレスデン新設工場でフレキ
シブルアクティブマトリックス・ディスプレイモジュールを商業規模で製造する。

建設は 2007年の初めに開始され、電子リーダの実際の生産は 2008年に始まる。電
子リーダのバックプレーンは Plastic Logic社からのプリント OTFTで、フロント
プレーンは e-ペーパーディスプレイになる。(Plastic Logic社の開発パートナーの E 
Ink社は、恐らくフロントプレーンを供給する。) 

 
－ Leonard Kurz GmbH社 (フエルス、ドイツ) とシーメンス社のジョイント・ベン
チャーである PolyIC GmbH社 (フエルス、ドイツ) は、2007年 9月に 2つの製品
を発表した。13.56MHzで作動するプリント RFID (PolyID)、および「スマート・
オブジェクト」のためのラベル PolyLogo である。導電率の増加により、業界標準
13.56MHzの周波数での運転が可能になる。 

 
－ ナノアイデント・テクノロジーズ (Nanoident TechnologiesAG) 社 (リンツ、オース
トリア) もまたプリント・エレクトロニクスを開発しているが、治療の場での(医学) 診
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断ルーチンおよび携帯分析システムをターゲットとしている。2007年 3月に、同社は
世界初の有機半導体大量生産工場を公表した。工場はトランジスター、フォトダイオ

ード、OLED および他の電子部品を生産するために、独自仕様のインク (ポリマー、
ナノ粒子および他の有機電子材料の溶剤ベースの調合物) および標準プリント方式(ス
クリーン、オフセットおよびインクジェット印刷)を使用する。 

 
バイオアイデント・テクノロジーズ  (Bioident Technologies) 社  (Nanoident 
Technologiesの子会社; メンローパーク、カリフォルニア州) からの使い捨てラボオ
ンチップシステムが、同工場のプリント電子部品の最初の適用例となった。2007 年
5月に、同社は、マルチウェルチップ、携帯型デバイスコントローラおよび読出しソ
フトウェアから成る分析装置を発表した。このチップは、各ウェルの下部に専用ピク

セルを装着した統合光検出器アレイになっていることを特色としている。このアレイ

のフォトダイオードは、光を電気に変換する光活性有機材料を組み込んで、複合成分

の迅速な分析を可能にする。 
 
4. CNT/グラフェンエレクトロニクス研究 
－ CNT  
カーボンナノチューブ (CNT) は、将来の CNT トランジスター用に、また、銅に代わ

る相互接続として、エレクトロニクス応用のために長い間研究されている。CNTの従来か
らのボトルネックの 1 つは、プロセス温度両立性である。シリコン IC との適合には現実
的には 400℃以下で加工することが必要である。しかし、実際の CNT の加工温度は多く
の場合 700℃よりも高い。 

 
－ ケンブリッジ大学 (ケンブリッジ、英国) と日立ケンブリッジ研究所の研究者が、触
媒によって促進された熱 CVDプロセスを使用して、350℃の低い温度で単層 CNTの
成長に成功したとの報告を契機として、2007年に CNT加工に進展がみられた。 

 
－ その後、この温度問題を克服するために、スタンフォード大学の研究者は、溶液処
理多層 CNTと金電極を使用した電気泳動効果を使用する製作技術を開発した。要点
は、金電極が溶液中のナノチューブを引き寄せ、整列させて間隙を埋め、直径 70ナ
ノメートルで長さ 5ミクロンの相互接続が作成されたことである。 
http://www.semiconductor.net/article/CA6532529.html 参照 

 
－ グラフェン  
グラファイトの 2次元単分子層であるグラフェンは、シリコンに代わりうるものとして
開発中の材料であり、2004年にマンチェスター大学 (マンチェスター、英国) の研究者に
よって発見されて以来、注目に値する研究が欧州と米国で行われている。グラフェン・エ

レクトロニクスと改良型グラフェントランジスタ構造についての研究が、特に欧州と米国
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の多くのグループで、2007年以来急速に行われている。 
 
最近の開発の抜粋を次に示す、 
 
－ Advanced Microelectronic 社アーヘンセンター (AMICA) と AMO GmbH 社(ア
ーヘン、ドイツ) のグループは、マックス・レム教授によって率いられて、2007 年
4月に最初の上部ゲート制御電界効果デバイスを作ったことを報告している。機械剥
離技術によってシートとして分離されたこの薄いグラフェン層は、金をソース－ドレ

イン・コンタクトに、またゲート・コンタクトに金－SiO2を使用して熱酸化シリコ
ンウェハに取り付けられた。しかし、この電界効果デバイスは漏洩や雑音が多かった。

同様の電界効果デバイスは、2007 年にハーバード大学、スタンフォード大学および
コロンビア大学でも開発され、ハーバード大学の研究者は pn接合を作成するために
静電気制御したゲート技術を使用した。 

 
－ 2008年 1月に、グラフェン基盤ナノエレクトロニクスデバイスのための新しい欧州
コンソーシアム (GRAND：Graphene-based Nanoelectronic Devices) が設置され
た。同コンソーシアムには、AMO GmbH 社、ケンブリッジ大学 (ケンブリッジ、
英国)、CEA Leti (グルノーブル、フランス) および STマイクロエレクトロニクス社 
(グルノーブル、フランス) などからの研究者が加わっている。このプロジェクトは、
「Beyond CMOS」のスイッチおよび相互接続のためのグラフェン開発を進めるよう
に計画されており 3年間実施される。 

 
－ マンチェスター大学のグラフェンのオリジナル発見者は、単一電子デバイスを作成
し、それらが室温で動作する最初の実用的なトランジスターであると述べている。こ

れらのデバイスでは、中心のグラフェン量子ドットへ電気接点を作るために 2 個の
グラフェン・ナノサイズ・リボンが形成された。これらのデバイスは、電流の切替え

時に、漏洩特性が向上していた。しかし実際の問題は、シリコン上にリボンを形成す

るためにグラフェンの幅を制御する能力にある、と研究者は述べている。ナノリボン

は僅か数ナノメートル幅であるので、幅が広すぎたり、ナノリボンが壊れたりする可

能性がある。 
 
－グラフェンのもう一つの重要な開発者は、IBM (ヨークタウンハイツ、ニューヨーク) 
である。同社は、DARPA の RF 応用カーボンエレクトロニクス (CERA：Carbon 
Electronics for RF Applications) プログラムの一部として、高周波デバイスの材料
開発を研究している。IBMは当初、バンドギャップを拡大するために、リボンを 20
ナノメートルまで細くすることにより、グラフェン FETを作った。しかし、将来の
室温動作には、約 2ナノメートル幅のナノリボンが必要であると IBMは考えている。
他の研究者と同様、同社は機械剥離技術を利用した。しかし、今後は、加熱により炭
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化珪素基板上にグラフェンを成長させることを計画している。ジョージア工科大学と

フランスの CNRS の研究者も、同様の技術を使っている。特にグラフェンシートを
作成する剥離方法では、細いグラフェンリボンは作成が困難であるだけではなく、ま

た、単一グラフェン・ナノリボンは、電流チャネルにかなりの電子ノイズを示す。 
2008 年 2 月に、IBM が二層構造を使用するアプローチについて説明した時に、こ
の最前線での進歩を発表した。結果として、2 グラフェン層は、背面ゲート制御電界
効果トランジスターのチャネルとしてお互いに重なる。IBMの研究者は、グラフェン
層が互いに結合して、ノイズレベルが 10分の 1に縮小する様子を発見した。 

 
5. 量子ドットフォトニクス 
量子ドット(QD) 分野の開発で実際に商業化されたものは限定されており、ほとんどは

分析的診断での蛍光性バイオマーカーの開発である。QD 開発のもう一つの領域は、新し
い白色光 LEDの開発であった。白色光 LED開発で QDはピンダイオード構造へ単一体で
統合されるか、または、光ポンピングの外部被覆として使用される。この応用として、出

力光の修整、特に白色光相関色温度 (CCT) 改善が有望視されている。例えば、多くの白
色光 LEDは、白熱電球の暖かい色ではなく、冷たく青みを帯びた色をしている。 

 
－ 最近、ビルケント (Bilkent) 大学 (アンカラ、トルコ) の研究者は、光ポンプの役
割をする GaN LEDをポリマー基質中の CdSe/ZnSナノ結晶で覆い、出力光の広範
囲の調和が可能なことを示した。研究者は、エビデント・テクノロジーズ社 (トロイ、
ニューヨーク州) の 4つの形式の CdSe/ZnSナノ結晶を使用し、PMMAおよび UV
硬化樹脂から成るホスト樹脂の中でそれらを混合し、表面処理した後で GaN LED
の最上層にそれらを適用した。 
異なったナノ結晶は、各々異なるルミネセンススペクトル(青色、赤色、緑色の領

域)を出すので、ナノ結晶の比率を調整することによって合成光出力を白色にするこ
とができる。 

2008年 1月の"Applied Physics Letters"誌の論文では、同じ研究者が、10～30mA
のすべての電流注入レベルで驚異的な効率である 323ルーメン/W、CRI 82.4および
CCT 3228 Kをもたらすナノ結晶被膜 GaN LEDからの白色光輻射を実証した。さら
なる情報については、研究主任の Hilmi Demirのホームページから利用可能である： 
www.bilkent.edu.tr/~volkan/ biography_long.html 

 
6. ナノセンサー 

多くの純粋なナノエレクトロニクスデバイス応用は、商用開発で遅れているが、ナノエ

レクトロニクス材料の開発および供給で、特にナノ電極材料はいくつかのかなり大きな進

歩をとげた。 
注目すべき応用例としては、透明導電被膜、高性能バッテリーおよび超コンデンサー用

ナノ電極、および燃料電池用ナノ電極のようなナノエレクトロニクス材料がある。 
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7. 超コンデンサー 
大型の超コンデンサーの典型的な静電容量は、数千ファラッドで、5～10Wh/kg のエネ
ルギー密度および 5～10kW/kgの出力密度を持つ。因みに、リチウム金属ポリマーバッテ
リは、非常に多くのエネルギー(200～500Wh/kg)を蓄積するが、はるかに低い出力密度
(150W/kg)しか持たない。 

 
超コンデンサーの開発は進歩しており、ポータブル応用、電圧サージ (ハイブリッド車
を含む) および予備電力用途への可能性が期待されている。これは、米国の企業および研
究機関が特に優勢な分野であり、新しい大表面積電極材料および新しい高電圧誘電体セパ

レータが集中的に研究されている。 
 
以下、最近の動きをいくつか示す。 
 
－ カリフォルニア大学 (デイビス、カリフォルニア州) の研究者は、薄膜電極を作る
ためにカーボンナノチューブの高密度コロイド懸濁液を使用した。作られた超コンデ

ンサーは、30kW/kgまでの出力密度を示した。フォスター・ミラー社( ウォルサム、
マサチューセッツ州) が、単層 CNT基盤超コンデンサーの開発および生産のための
材料製作サービスを提供している。 

 
－ マサチューセッツ工科大学 (MIT; ケンブリッジ、マサチューセッツ州) の研究者も、
また、ナノチューブ強化超コンデンサーを研究している。彼らの研究は、電極を形成

するために垂直配向カーボンナノチューブ基質を使用することで、リチウムイオン反

応よりおよそ 3桁高い約 60Wh/kgのエネルギー密度で出力密度 100kW/kgを持った
超コンデンサーが得られることを示した。MIT のアプローチは、ナノコロイド酸化
アルミニウムの触媒で被膜されたシリコン基板上の単層CNTを熱化学蒸着法によっ
て成長させるものである。 

 
－ また、斬新な超コンデンサーを開発しているのは、米国の新規企業の EEStor 社で
ある。同社のアプローチは、超コンデンサーの動作電圧を増加させるものである。と

いうのも、コンデンサーに蓄積されたエネルギーが動作電圧の 2 乗で増加するから
である。超コンデンサーの典型的な電圧は 2～3Vである。しかし、EEStor社は、動
作電圧 (3000 ボルト以内) の実質的増加を可能にする高 k 誘電体として新しいチタ
ン酸バリウム粉末を開発し、これにより、現在利用可能な超コンデンサーの約 1 万
倍にまで蓄積エネルギーを増加させ得ると報告した。電圧や温度が上昇した時にその

ような高誘電率が維持できるかを含めて、同社の主張の妥当性を確認する証拠はまだ

みつかっていないが、注目する価値がある。 
 
（出典：SRI Consulting Business Intelligence Explorer Program）  


