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【ナノテクノロジー特集】 ナノエレクトロニクス  

 
米国と欧州のナノエレクトロニクス技術商業化の動向 

 
・ナノエレクトロニクス基盤メモリー 

 
ナノエレクトロニクス基盤メモリーの点では、いくつかの開発が見られる。しかし、商

業化での実際のブレークスルーは明白ではないと述べることも真実である。 
 
スピン転送トルク・ランダムアクセスメモリー装置(STT-RAM：spin-transfer torque 

random access memory)に関しては、TDK社との協力で行われた、IBMの開発取り組み
強化の声明後、いまだ大きな新しい研究成果は発表されていない。 

 
有力な米国の開発企業のグランディ社は、STT-RAM に、同社の特許および知的財産を

組入れたメモリー製品のために、ハイニックス・セミコンダクター社と長期的なライセン

ス契約に署名したことを 4月に発表した。 
STT-RAM研究は、NANDフラッシュの価格が圧力を受けるように、この経済不況で苦

しむであろう。このことは、より新しい記憶技術に投資することをさらに困難にするかも

しれない。 
 
別の注目すべき最近の展開は、フリースケール社の MRAM 工程を別会社のエバースピ

ン社(チャンドラー、テキサス州)へスピン・オフした 2008年 6月の決定である。同社は、
現在、8ビットおよび 16ビットフォーマットの両方で 16MByteまでのMRAMメモリー
製品を供給している。 

 
このスピン・オフ決定はうなずけるように思われる。まず最初に、フリースケール社(そ

して、その前のモトローラ)は、メモリー企業ではなかった。また、MRAM がメモリー容
量スケーリングの点からより多くの見込を示したとしても、同社が一体になろうと努力す

る機会はほとんどなかった。フリースケール社の MRAM 売上高は、会社全体へはほとん
ど影響しなかった。また、スピン・オフの道は、ベンチャーキャピタル企業からの新しい

資本をもたらし、新規公開を通じて市場へ入る多くの純粋な参加企業を作りだす、あるい

は新しいニッチを求めるより大きなメモリー企業に売られることなどをもたらす。 
 
・太陽電池 

 
太陽電池は、ナノエレクトロニクス技術開発の非常に重要な領域に留まっている。 
 
ナノソーラー社(サンノゼ、カリフォルニア州)は、プリント太陽電池で、14%の記録的
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な効率(面積 0.47cm2)達成と、その最初の製品出荷に関する発表を 2008年 3月に行った。
また、2008 年 3 月にナノソーラー社は 3 億ドルの新規株式投資を発表し、その資金投資
合計はほぼ 5 億ドルになる。ナノソーラー社は、430MW のサンノゼ工場および 620MW
のベルリン工場の生産拡大を加速するのを新しい資本が可能にするだろうと発表した。 

 
2008年 4月に、グリーン発電市場価値連鎖の至る所で活発な EDFエネルギーヌーベル
社(パリ、フランス)は、その子会社の EDFエネルギーヌーベル・リパーティー社を通して
ナノソーラー社への 5000万ドルの投資を発表した。さらに、EDFエネルギーヌーベル社
は、2009年にスタートするナノソーラー社とのパネル供給基本協約に署名した。それによ
り太陽電池パネルの供給を安定にすることができ、北アメリカでの太陽電池活動の拡張が

可能となる。 
 
ナノエレクトロニクス基盤太陽電池に関連する別の企業には、色素増感型太陽電池

(DSSC：dye-sensitized solar cells)を開発する G24イノベーション社(カーディフ、ウェ
ールズ)がある。G24社はいくつかの新しい発表を行っている。 
－ G24社は、2008年 6月および 7月に、合計 5000万ドルになる 2回の新投資を発表
した。 
－ G24社は、スタンフォードが本拠地の先進分子光起電力センターを立ち上げるために、
アブドラ国王科学技術大学(KAUST)から 5年にわたって 2500万ドルを受け取るコンソー
シアム(スタンフォード大学およびローザンヌ連邦工科大学を含む)に加わっている。 

 
シャープや三洋のような、いくつかの日本の企業と比較して、米国や欧州の半導体企業

で太陽電池に関する大規模な戦略イニシアチブを展開している企業はほとんどない。しか

しながら、2社の機器企業、エリコン社(チューリヒ、スイス)およびアプライド・マテリア
ルズ社(サンタクララ、カリフォルニア州)は、太陽電池生産に取り組むために半導体産業
から得た機器専門技術をてこ入れしている。 

 
この状況は、インテルと IBM 両社のイニシアチブ発表とともに、つい最近になり変化

し始めている。 
 
インテルの場合は、純粋な投資、インテルの資本部門によるもの、ならびに新会社の創

業によるものとの混合であった。2008 年 6 月に、インテルは、コジェントリックスエネ
ルギーLLC社およびソロン AG社、モジュールおよび太陽電池設置の大きなドイツのメー
カー、からの資金提供を含む 5000 万ドルの投資の一部として、同社はそのシリコン太陽
電池開発活動を新しい企業のスペクトラワット社にスピンオフさせることを発表した。 

 
スペクトラワット社は、オレゴンの新しい工場で太陽電池を生産する予定で、2009年に

生産開始される。また、同社は、2009年から 2013年まで運転する 125MWの多結晶シリ



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1033,  2008.11.19 
 

38 

コン太陽電池ウェーハの生産を確実にしている。 
 
別の件では、2008 年 7 月の初めに、インテル資本部門は、薄膜銅インジウムセレン化
物/銅インジウムガリウムセレン化物(CIS/CIGS)太陽電池およびモジュールのメーカーで
ある、ドイツのサルファーセルテクニカ社に対する 1億 3400万ドル(インテル投資分 3770
万ドル)の資本提供のニューラウンドを立ち上げた。 

 
これらのインテル太陽電池投資のどちらも厳密にはナノテクノロジーを含んでいない

が、サルファーセルテクニカ社はその技術をナノの方向へ移し、ナノソーラー社の道に進

むかもしれない。 
 
IBM(アーモンク、ニューヨーク州)は、より技術的な先導アプローチをとっている。同

社は、太陽電池集光システムでの使用で、太陽電池冷却に IC 冷却の際に得た専門技術を
応用することを最近発表した。 

 
ソーラー・ファームでは一般的におよそ 200倍の集光系を使用する。このことは、太陽
電池が太陽の名目上の光強度の 200倍である 1平方センチメートル当たり約 20Wの入射
光強度を受けることを意味する。光の集光は、太陽電池の温度を、電池が簡単に溶ける温

度まで劇的に増加させる場合がある。 
 
IBMの太陽電池集光系における役割は、ナノスケール ICの急激な熱の散逸要求を満た

すためにこれまで開発した冷却技術を適用することであった。太陽電池と銅のヒートシン

クの間のインターフェースで、1 平方センチメートルあたり 2300 個分の太陽、あるいは
230W 以上となる、通常より 10 倍以上大きなパワーの太陽光の集光と、独自に開発した
液体金属(ガリウムおよびインジウム材料の組合せ)を使用して、IBMは太陽電池の温度を
1600℃から 80℃にすることを可能にした。 

 
欧州委員会は、ナノフォトニクスの最近のロードマップによれば、恐らく、太陽光集光

に使用される高効率 III-V 太陽電池(量子ドットアプローチを含む)に投資するように見え
る。現在、2 つの米国企業の、エムコア社とスペクトララボ社が、高効率 III-V 太陽電池
の開発に大きく関与している。 

 
IBMからの別の例において、同社は、高効率プリント CIGS太陽電池のプロセスを開発

するために、柔軟エレクトロニクスを開発する際のノウハウをてこ入れする。特に、CIGS
太陽電池を印刷するプロセスを開発するために、IBMは、日本の専門化学企業の東京応化
工業(川崎市、日本)とチームを組んでいる。その目標はサードパーティー太陽電池メーカ
ーにそのプロセスをライセンスすることである。研究の詳細は、現在制限されている。し

かし、IBMはまもなくさらなる技術的開示を考えている。 
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・グラフェンエレクトロニクス研究 

 
グラフェン研究の分野は、次世代トランジスターと同様にゲノミクス分野の透明導電層

として含まれた潜在的な応用で、劇的に拡大を続けている。この分野における研究は、非

常に数多くある。しかし、次の研究は特に重要に見える。 
 
－ グラフェンリボンの結晶配向および大きさは、バンドギャップおよび電子特性に影響

するので、有用な機能デバイスを作成するためのグラフェン加工はまだ大きな問題である。 
2008 年 9 月、ハンガリー、ブダペストの工学物理・材料科学研究所およびベルギー、

ナミュールのノートルダム大学ナミュール校の研究者は、グラフェンシートへ小さなナノ

構造(リボン)をパターン化するために、走査型トンネル顕微鏡のチップを使用するプロセ
スを開発した。研究者は、幅 2.5nmのリボンを作り、電子バンドギャップ構造を制御する
ことができた。主流のエレクトロニクス産業では、電子ビーム描画のような直接描画技術

は、これまでのところ商業的には成功していないことに留意すべきであるが、動作回路全

体を構築するために、この技術が使用できると研究者は信じている。 
 
－ スタンフォード大学(スタンフォード、カリフォルニア州)および IBMは、グラフェン
トランジスターを研究するために研究グループを形成した。ホンジー・ダイ(Hongjie Dai)
によって率いられるチームは、グラフェンシートを作るためにグラファイト溶液を加熱し、

その後、幅 10nm以下の寸法の薄膜片やリボンへ、グラフェンを切るために超音波を使用
している。その後、チームは、トランジスターの半導体チャネルとしてシリコン基板上に

このリボンを設置した。 
これは、室温で動作する最初のグラフェントランジスターになった。幅広いグラフェン

リボンによる、これまでのグラフェントランジスターは、－269℃で動作していた。この
発見は、「フィジカルレビューレター」誌 2008年 5月 23日号に発表されている。 

 
－ カリフォルニア大学(バークレー、カリフォルニア州)の研究者は、グラフェンの材料
特性を研究している。ローレンス・バークレー国立研究所(バークレー、カリフォルニア州)
の研究者との共同取り組みでは、アレッサンド・ラレンツァ(Alessanda Laranza)に率い
られたチームが、グラフェン層と炭化ケイ素基板の間のバンドギャップ形成について報告

している。 
 
グラフェンは自然なバンドギャップを持っていない。したがって、グラフェンと炭化ケ

イ素との間のバンドギャップを示す証拠は、幅の狭いグラフェンリボンあるいは量子ドッ

トを作成する際の、極端な精度を必要としないでトランジスターを作成する可能性を開く。

フェン・ワン(Feng Wang)の率いる別のチームは、グラフェンに電圧を加えることで、そ
の透明度を変更でき、従って、光スイッチングや光コンピュータの可能性を開くことを示



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1033,  2008.11.19 
 

40 

した論文を「サイエンス」誌 2008年 4月 11日号に発表した。 
 
・ナノインプリンティング 

 
ナノインプリンティングは、ナノエレクトロニクス製作の新興領域である。欧州と米国

の企業、オドュキャット AB(Obducat AB)社(マルメ、スウェーデン)、EVグループ(セン
トフロリアンアムイン、オーストリア)、モレキュラインプリンツ社(MII; オースティン、
テキサス州)、ナノネックス社(モンマス、ニュージャージー州)、および、サスマイクロテ
ック AG社(ガルヒン、ドイツ) がこの市場をよく代表している。 

 
この技術は主に研究開発で利用されてきた。LEDパターン化のようなフォトニクス応用

で、ある程度の成功を達成したが、より最近ではハードディスクドライブメディアのパタ

ーン化が主な駆動要因となっている。 
 
業界リーダーのモレキュラインプリンツ社およびオドュキャット AB社は両社とも、ハ

ードディスクドライブ産業が掲げる 2009 年までに 1 テラビットディスクという目標を支
援するために、いわゆるディスクリートトラック記録方式(DTR)でメディアを作成するた
めの生産装置の販売を発表した。 
ハードディスクドライブ産業の DTR への遷移は、直径およそ 20nm の個々に刻まれた
ピラーあるいはビット(ビットパターン・メディア)により、媒体への後工程でのパターン
化の道をもたらすようである。両応用は、ナノインプリンティングにうまく適応している。 

 
モレキュラインプリンツ社は、日立グローバル・ストレージ・テクノロジーズ(東京、日
本)に、最初の Imprio HD 2200装置を出荷し、ハードディスクドライブ産業への Imprio
システムの売上合計台数が 7台目になると発表している。 

 
またオドュキャット AB社は、2008年 5月に、主なハードディスクドライブメディアメ

ーカーからの Sindre 大容量生産装置の注文(2009 年予定の納入を含んで、約 600 万ドル
の価値)を発表した。 

 
ナノインプリンティングリソグラフィー(NIL)機器メーカーにとって、HDDビジネス機
会の潜在的な大きさは、現在ある他のすべての応用の合計よりもはるかに大きくなりえる。 

 
・超コンデンサー 

 
2008 年 6 月までの 6 ヶ月間に、エアロゲル炭素電極を使用した超コンデンサーの売上

高は、72%成長して 1220万ドルに達したとマックスウェル・テクノロジーズ社(サンディ
エゴ、カリフォルニア州)が最近発表しており、この領域は進展を示し続けている。同社に
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よれば、収益増加は、既存客からの取引増加と相まって、ハイブリッドや電気輸送車輌お

よび風力エネルギーシステムのための新しい超コンデンサーの注文から来ている。 
 
また、超コンデンサー応用とリチウム電池開発のために開発された一種のナノパウダー

化学の間でオーバーラップの増加があるように見える。例えばジョンソンコントロール

ズ・サフトアドバンストパワーソリューション社(ジョンソンコントロールズ(ミルウォー
キー、ウィスコンシン州)とサフト社(パリ、フランス)の間の合弁企業)は、メルセデス S400
ハイブリッド電気自動車を含むハイブリッド車用のリチウムイオン電池を製造するための

合弁事業を立ち上げた。 
この合弁企業は、2008 年 4 月に、リチウム電池化学用の基盤電極にマックスウェル社

のカーボン粉末を利用するために、マックスウェル社との協力を発表した。電極の働きを

増加させることにより性能を増して、潜在的にリチウム材料費を低下させる方法となる。 
 
EEストアー社(シーダパーク、テキサス州)は、超コンデンサー用の新しい誘電体材料を
開発する米国企業である。同社は、チタン酸バリウムのナノパウダーから作られ、高い破

壊電圧に耐えることができる薄い誘電体を開発することができると信じているが、同社の

アプローチは疑問視されている。 
EEストアー社は、結晶化のレベルが平均で 99.92%以上あったことを示して、組成変更
したチタン酸バリウム粉末の単独の試験結果を最近示した。しかしながら、まだ誘電率レ

ベルあるいは破壊電圧のより多くの詳細は明らかにされていない。 
 
（ 出典： SRI Consulting Business Intelligence Explorer Program ） 

 


