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【産業技術】 ナノテク  
 

ナノエレクトロニクス基盤 IC －メモリーとプロセッサー 
 

メモリー 

欧州と米国では、将来の記憶技術の方向ならびに特に不揮発性フラッシュ・メモリーの

次世代代替の開発に関して、多大な不確実性がいまだあるように思われる。スピントロニ

クスに依存する磁気抵抗メモリ(MRAM：Magnetoresistive Random Access Memory)に関

しては、米国と欧州の企業の開発は注目に値したが、最近の開発は入り混じっている。 
 
モトローラ社のスピン・オフのフリースケール社(Freescale)は 2004 年に 4 メガビ

ットの MRAM をサンプル出荷し始めた。しかし、このデバイスは、2005 年に商業化

を開始するという予告にもかかわらず、まだ商業化されていない。また同時に、サン

プリング MRAM ではあるが、サイプレス・セミコンダクター社は、MRAM は 1T-1MTJ
セルの製造困難性のためにニッチ技術に留まると考えると述べ、その MRAM 子会社

を売却すると 2005 年 2 月に発表した。 
 
欧州と米国の企業は、相変化メモリという別の次世代メモリ技術においてもまた活

発であった。相変化メモリは、MRAM と同じ様にナノエレクトロニクスの性質に特に

依存しないが、いまだ 45nm ノード後のフラッシュメモリーに代案を提供しようとし

ている。欧州と米国の新しい開発に基づけば、開発者はますます真剣にこの技術を受

けとめているようである。 
 
オボニクス社(Ovonyx)からの相変化メモリのライセンスを受けた、インテル、ST マ

イクロエレクトロニクス社および BAE システムズ社のような企業による初期の商業

化協力とは別に、つい最近、欧州と米国企業の新しい協力があった。 
 

・フィリップス(アイントホーフェン、オランダ)の研究者は、代表的なフラッシュメモ

リーより 100～200 倍高速にスイッチできる相変化材料として動作するアンチモニー/
テルル・ドープ合金フィルムの研究に取り組んでいる。 

 
・IBM(ヨークタウンハイツ、ニューヨーク州)とインフィネオン・テクノロジーズ社(ミ
ュンヘン、ドイツ)は、MRAM を商業化するためにフランスに本拠があるジョイント

ベンチャー企業のアルティスセミコンダクター社を立ち上げて、メモリ素子分野で実

質的な提携を行っている。しかしながら、この 2 つの企業はさらに相変化メモリ研究

を継続しており、最近、さらに台湾のマクロニクス社(Macronix)を含んだ共同プロジ

ェクトを発表している。 
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プロセッサー 

シリコン置換のプロセッサーIC に関連した、ナノエレクトロニクスの商業化は、ま

だ何年も先である。しかしながら、注目する価値がある最近の動きは、シリコンと比

較して速度と電力消費量について利点を持つ InSb 基盤プロセッサーに関したインテ

ルとキネティック社(Qinetiq、モールヴァン、英国)の研究に関係している。 
 
プロセッサー応用の開発で他の主要な材料は、カーボンナノチューブ(CNT)である。

そして、インテルの最近のベンチマークテストは、CNT が恐らくシリコンに替わる現

在の先頭ランナーであることを示唆している。IBM およびインフィネオン社は、CNT
トランジスター研究で米国と欧州のそれぞれで進歩している。 

 
研究応用のための CNT 開発での重要な障害は、n 型および p 型接合を作るための適

切な材料の入手可能性にある。CNT p-n ダイオードを作り出す最近の興味ある開発の

一つは、GE グローバルリサーチ社(ニスカユナ、ニューヨーク)から持たらされた。 
 
通常のドーピング法の代わりに、GE の研究者は、バイアスをかけるためにカーボン

ナノチューブ真下の分離ゲート構造を使用して、p と n 領域を作るために電場を使用

した。事実、その構造にバイアスをかけることは、極性が可逆的なダイナミックにア

ドレス可能な PN 接合を作り出した。そのような構造を使用して、研究者は、1 に近

い理想的な係数を持ったダイオードを作り出した。それはほとんど完璧なダイオード

性能を示したことを意味している。 
 

太陽電池 

太陽電池ビジネスにおいて米国と欧州は強力な役割を演じている。また、両地域は、

ナノエレクトロニクスのアプローチに取り組む企業を持っている。多分、最も有名な

企業はコナーカ社(Konarka)である。同社は 2004 年と 2005 年の全期間にわたって、

知的財産および他の資産を他の企業から買収している。注目すべきは、シャルマース

大学(ストックホルム)、デュポン、およびシーメンスの関連知的財産(IP)の買収であっ

た。後者の企業は、最近、5%効率の全有機太陽電池を発表している。 
 
太陽電池開発への異なるナノエレクトロニクス・アプローチに関する、欧州および

米国の多くの開発が、SRIC-BI, Viewpoints の 2005 年 2 月に詳述されている。これら

の開発に加えて、さらに、コナーカ社ポリマーの斬新な光吸収材料として、エビデン

ト社の量子ドット使用に関する、コナーカ社およびエビデント・テクノロジーズ社

(Evident、トロイ、ニューヨーク州)の間の 2005 年 3 月の共同開発協定の発表が挙げ

られる。 
 
ナノテクノロジーは、特に染料増感太陽電池への新しいアプローチの開発での重要
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なツールになっている。しかし、また、従来の太陽電池で光吸収能力を増加させる戦

略としても重要である。エビデント・テクノロジーズ社に関して以下でさらに議論す

るが、量子ドット材料の商業化の 1 つの重要な企業であることは間違いがない。 
 

フォトニクス 

太陽電池以外のフォトニクスにおけるナノエレクトロニクスの利用は比較的遅かっ

た。ジアレーザー社(アルバカーキ、ニューメキシコ州)および他の富士通のような企業

の努力にもかかわらず、量子ドット(QD)レーザーはこれまで従来のレーザーの進歩の

ために特に商業化に成功していない。 
 
現在まで、量子ドットのほとんどの商業化はバイオ医学の分野であった。同分野で

は、ラベル付 DNA のように、バイオ医薬の蛍光染料の代替として使用されている。

米国は、バイオテクノロジーの強さのために、当然この分野でリードしている。注目

する価値がある 2 つの企業は、クオンタム・ドット社(ヘイワード、カリフォルニア州)
およびエビデント・テクノロジーズ社である。 

 
最近、エビデント社は、カドミウムセレン化物のような重金属半導体を使用する必

要性無しに、赤色波長の光を放射する QD の開発を発表した。代わりに、エビデント

社の QD はインジウムリン化ガリウムを使用している。 
 
さらに、フォトニクス開発の最近のモニターする価値がある他の 2 つの分野は： 

・QD の従来の通信応用から離れて、ジアレーザー社は最近、光クロック分配のため

の高速光相互接続で使用する、非常に短パルス(5GHz、サブピコ秒ジッタ)を作り出す

ために、QD に基づいたパッシブモードロックレーザの使用を発表した。これは無名

の半導体企業との協力である。 
 

・蛍光体は、アップコンバーター変換蛍光体をポンプするために GaN(青/青紫)LED を

使用する白色光 LED 開発での重要な要素の 1 つになった。ロスアラモス国立研究所と

サンディア国立研究所で共同で行なわれた最近の研究は、斬新な白色光 LED を創り出

した。そこでは、現在のように外部的に蛍光体を覆うのではなく、LED 構造自身の中

にナノ結晶が組込まれている。 
 
特に、この技術は、GaN 基盤 LED の固有層の中に CdSe ナノ結晶を組み合わせる。

このような統合白色光 LED デバイスは、開発の初期段階にありロスアラモス/サンデ

ィア国立研究所のデバイスの量子効率の測定結果は 0.001%～0.01%と非常に低いが、

ナノ結晶のための開発の有望な分野である。 
 

電子材料 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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電子材料の広い分野で、商業化のいくつかのエリアが生じている。言及する価値が

あるのは、欧州は、有機 LED のホール注入層や透明導電体応用の導電性ポリマー材料

の開発および商業化において、特に強いということである。合成は典型的にはナノ粒

子の分散に関係しているので、導電性ポリマーはナノエレクトロニクス材料のサブセ

ットである。導電性ポリマーの企業で目立つのは、H.C.シュターク社(バイエル社の一

部)およびオルメコン社(Ormecon、ハンブルク、ドイツ)である。 
 
まだ全般に、これらの材料の導電性/透明性はスパッタ ITO より悪いが、インジウム

酸化スズ(ITO)や CNT ナノ粒子の分散と同様に導電性ポリマーも、柔軟なディスプレ

イのためにいくつかの透明電極応用でスパッタ ITO に挑戦し始めている。結果として、

例えばデグサアドバンストマタリアル社(ハーナウ-ヴォルフガンク、ドイツ)のような、

電子材料応用ナノ粒子を商業化するほとんどの企業は、静電気防止・遮蔽応用をター

ゲットとしている。 
 
透明 CNT 基盤材料の分野で、エイコス社(Eikos、フランクリン、マサチューセッツ)

は、最も進んでいる様に見え、フレクスコン社(感圧性フィルム)、ケントディスプレイ

社(コレステリック液晶ディスプレイ)や日本の伊藤忠のようなディスプレイおよびタ

ッチスクリーン企業とライセンス契約がある。 
 

ナノ磁気 

ナノ磁気の分野はナノエレクトロニクスで非常に重要なものであり、例えば、ほとんど

すべてのハードディスクドライブの中で使用される GMR センサーは電子スピンに依存

し、最も商業的に重要なナノエレクトロニクス・デバイスである。高感度な磁気デバイス

は、携帯電話や他の携帯型デバイスで方向検知のような応用において重要になっている。 
 
特にナノ磁気の商業化の研究のために NVE 社に言及すれば、同社は MRAM 技術の

主要なライセンサーで、非破壊試験、磁気画像化および偽造防止などの応用での GMR
アレイおよびスピン依存トンネル磁界センサーを開発した。同社は、光絶縁としても

光を使用しないで磁界および GMR センサーを代わりに使用する斬新な電気絶縁体を

作り出すために、その GMR 技術をさらに商業化した。http://www.nve.com を参照。 
 
ナノ磁気の分野で注意を引く欧州の 1 つの企業は、ナノマグネティクス社

(NanoMagnetics、バース、英国)である。同社は、特に"DataInk"と呼ばれる材料の磁

気ナノ粒子の規則的な配列を作り出すためにバイオ鉱化技術を利用する。"DataInk"
は、直径が約 12nm の中空のシェルを形成するタンパク質フェリチンの自己集合から

成り、そして、各シェルの穴の中には、鉄のナノ粒子が存在する。 
 
ハードディスクドライブ用、浄水ならびに核磁気共鳴映像法のための、また対比エ
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ージェントとしてのナノ構造磁気メディアのような分野に応用が存在する。 
 
 

新しいコンソーシアム 
いくつかの新しい米国および欧州のコンソーシアムは、ナノエレクトロニクス商業化のために広い

関点から注目する価値がある。 
 

・2005 年 6 月 3 日に、インフィネオン社、AMD 社およびフラウンホーファー研究所は、

ドイツのドレスデンに新しいナノエレクトロニクス技術を研究・開発する新しいナノテ

クノロジー研究センターの形成を発表した。この新しいナノテクノロジー研究センター

は、フランスの LETI やベルギーの IMEC に対するもうひとつの欧州のライバルと見な

される。LETI は ST マイクロエレクトロニクス社との密接なつながりを持っており、

IMEC はフィリップスとの密接なつながりを持っている、また、フィリップス、ST お

よびインフィネオンは欧州の主要な半導体企業であることを思い出す価値がある。 
 

・欧州と米国の両者は、ナノインプリント・リソグラフィー(NIL)の開発においても特

に強い。欧州では、主要企業の EV グループやサスマイクロテック社が関係するが、オ

ブキャト社(Obducat、マルメ、スウェーデン)、モレキュラ・インプリンツ社(オーステ

ィン、テキサス州)およびナノネックス社(Nanonex、モンマスジャンクション、ニュー

ジャージー州)のような、いくつかのスタートアップがこの応用を目標としている。 
 
欧州と米国の両者は、NIL の開発を押し進めるためにコンソーシアムを立ち上げた。

EV グループは、商業化協力を支援するためにコンソーシアム(NILCom)を開始した。

メンバーは、アプライドマイクロスイス社、IMS チップ社、ライカ・マイクロシステ

ム社、クァンティスクリプト社およびトランスファーデバイス社(鋳型開発)、東洋合成

とマイクロレジストテクノロジー社(レジスト)、AMO 社、早稲田大学および NRC イ

ンダストリアル材料研究所(プロセス開発)、EVG 社およびアプライド MST 社(設備)
そしてライカ・マイクロシステム(計測学)を含んでいる。 

 
米国では NIST もまた 2007 年まで、CMOS プロセス用のいわゆるステップアンド

フラッシュ・インプリントリソグラフィー技術を実証するためにモレキュラーインプ

リンツ社、テキサス大学、KLA Tencor フォトロニクス社およびモトローラに資金提供

している。NIL は、サブ 32nm プロセスに対する重要な候補と見なされ、その商業化

は統合化された産業努力を必要とすることは、最近の ITRS ステートメントから明ら

かである。 
以上 

 
【出典：SRI Consulting Business Intelligence Explorer Program】 
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