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【ナノテクノロジー特集】 

欧米のナノエレクトロニクス技術商業化の最近の展開 
 
ナノエレクトロニクス基盤メモリー 

米国と欧州では、特に現在のフラッシュメモリーに取って替わる将来の記憶素子の

方向に関して、かなりの不確かさが継続している。ほとんどの取り組みが、いまだ、

磁気ランダムアクセスメモリー(MRAM)や相転移記憶(PRAM)およびナノ結晶を組込
むフラッシュメモリーに向かっているように見える。インテル社による最近の声明は、

従来のフラッシュメモリーの寿命は 2010 年までに及ぶとインテル社は考えているこ
とを示唆している。この文脈からでは、例えばナノ結晶のようなナノスケールの特徴

を組込んだフラッシュメモリー設計への改良が考えられるかも知れない。 
 
フリースケール・セミコンダクター社(オースティン、テキサス州)もこの分野におい

て活動的だった。2005年 11月に、同社は、シリコンナノ結晶に基づいた 24メガビッ
トの不揮発記憶素子の製造を発表した。目的は、従来のフローティングゲート(NOR)
フラッシュメモリー技術は、メモリー素子を充電するのに必要な厚い酸化物絶縁体層

および比較的高い電圧の MOSFETを使用するため、90nm形状サイズ以下に縮小する
ことがますます難しくなる、そのためにこれを置き換えることである。データ信号を

記憶するシリコンナノ結晶の使用は、電圧要求を±9 ボルトから±6 ボルトに減らし、
また、リークによるデータ損失無しでより薄い酸化物の使用を可能とする。試作素子

は 90nm のプロセスラインで生産された。しかし、同社は 2008 年に 65nm 形状サイ
ズでフル生産を始める予定である。 

 
恐らく相転移記憶(PRAM)が、次世代揮発性メモリーの MRAM や FeRAM 以上の優

位を獲得するであろう。相転移記憶は、MRAM と同じように特にナノエレクトロニク

スに依存しないが、45nmノード後のフラッシュメモリー代替を提供しようとしている。 
 
昨年の欧州と米国での PRAMの開発は比較的限定されていた。しかし、インテル社

は、2005年の終わりに、メモリー応用の相転移材料に関係する知的財産で先行する原
著プロバイダーであるオボニックス(Ovonyx)社への一層の投資を発表している。現在
まで、発表された最大の PRAM素子は引続きサムスンからである。同社は 9月に、試
作 MRAMを矮小にし、ほとんどの FRAMの 4倍以上の 256メガビット素子を発表し
ている。 

 
フリースケール社は、恐らく欧州や米国における MRAM の最先端開発者である。

同社はその 16メガビット MRAM素子を提供し続けているが、記憶密度に関する新し
い進展は昨年には発表されなかった。 
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太陽電池 

概略的な太陽電池ビジネスは、昨年、拡大し続けたが、ナノエレクトロニクス・ア

プローチでの商用開発、特に色素増感太陽電池(DSC)や有機太陽電池、での進展はあ
まり無かった。 

 
コナーカ社(Konarka：ローウェル、マサチューセッツ州)は、ウェアラブル太陽電池

モジュールの米軍からの追加資金を獲得し、ウェアラブル・エレクトロニクスを作成

するために織物へ埋込む太陽電池に関係するテクトロニクス(Textronics)社との共同
開発協定に署名したが、昨年、実際に中身のある発表は殆どしていない。 

 
欧州で製造する自社の DSC染料に出資するベンチャーの獲得に失敗した後に、サス

テイナブル・テクノロジーズ社(Sustainable Technologies Inc.(STI)： クインビヤン、
オーストラリア)は、新しいオーストラリアの企業ダイゾル社(Dyesol)を創設した。同
社は 2005 年 8 月の 300 万ドルの新規株式公募から始まった。ダイゾル社のビジネス
モデルは、太陽電池自体を製造するのではなく、他社が太陽電池を製造するための機

器および染料配合を開発することである。 
 
12 月にダイゾル社は、315 万オーストラリアドル(240 万 US ドル)の価値の契約を

発表した。色素太陽電池の欧州で最初の製造工場を設立するギリシアのソーラーテク

ノロジーズ社(Solar Technologies AE)に技術と材料を提供する。2月に、ダイゾル社は、
トルコの NESLI 社のために実施されるフェーズ 1 のフィージビリティ・スタディを
発表した。 

 
このフィージビリティ・スタディは、トルコの色素太陽電池の製造設備の据え付け

の全てを検討する。5 月 10 日に、ダイゾル社は、同社の DSC セル構造の欧州パテン
トを与えることを発表した。パテントのタイトルは、”マルチセル再生成光電気化学装
置の相互接続の実装”である。 

 
暫くの間 DSC が研究されたことで、ST マイクロエレクトロニクス社が 2006 年の

初めに DSC 技術に関する同社のより長期的な企図を発表するだろうという、2005 年
末のレポートがあった同社は、この分野のパートナーを捜していると述べた。しかし

ながら、この時点では同社の最終決定を見ていない。それは全体として DSCの中期的
開発のための重要なインジケータでありえる。 

 
DSC の効率に影響する 2 点の重要な問題は、液体(染料)電解質の使用によって引起

される不安定性の問題と、電荷転送メカニズムの非効率性の問題が、すなわち典型的

には二酸化錫のナノ粒子の使用がある。ペンシルベニア州立大学(ユニヴァーシティー
パーク、ペンシルバニア州)の最近の研究は、色素増感太陽電池の改善への 1つのルー
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トに注目している。すなわち吸収染料と外部回路の間の電荷転送のメカニズムとして

ナノ粒子の代りにナノチューブを使用する。厚さ 360 ナノメートルの二酸化チタンナ
ノチューブ層を含んだ、最初の試作太陽電池では、3%の太陽電池効率を得た。しかし
ながら、厚さを 4ミクロンに増加させることを含むナノチューブ層の最適化が 15%の
最終的効率に導くと予測している。ナノチューブ太陽電池中の電子-空孔再結合プロセ
スが、ナノ粒子に基いた DSCよりも一桁低いオーダであることが、太陽電池の高効率
化に結びついたと推測している。 

 
ナノフォトニクス/ナノバイオエレクトロニクス 

過去数年、光活性量子ドット形式のナノ粒子が、特に遺伝子発現解析での螢光基盤

光学検出の有機染料を置き換えるために使用され、バイオテクノロジー実験装置での

ラベル付けの新市場を確立し発展させた。多分、この部門はナノフォトニクスの広い

分野で最も商業上重要なものであった。 
 
螢光ラベルはバイオ分析消耗品の大きな市場の一部であり、ドイツのキアジェン社

(Qiagen)および米国のインビトロジェン社(Invitrogen)のようないくつかの大企業に
よって支配されている。2005年には、インビトロジェン社はカンタムドット社および
バイオクリスタル社(BioCrystal：ウェスターヴィル、オハイオ州)のバイオピクセル
(BioPixels)事業体の両社を買収した。バイオクリスタル社は、癌の検出および治療の
ための薬用化合物の開発者である。また、そのバイオピクセル事業体はマルチカラー

の標識化に焦点をおいて、蛍光性マーカーとして半導体基盤ナノ結晶を開発した。 
 
DNA検出用の超高感度システムを作成するため、多くの開発者はナノ粒子の利用に

注目している。恐らく、米国で最も重要な企業は、ナノスフィア社(Nanosphere：ノ
ースブルック、イリノイ州)である。同社は、蛍光分光法により遺伝子とタンパク質の
超高感度検出を可能とする金ナノ粒子を使用して、高感度標識化技術を開発した。2005
年 8 月のリポートが、ヒューレットパッカード社の支援によるマイクロおよびナノテ
クノロジー特許のポートフォリオの強さの点から、ナノスフィア社を全体で 2 番目に
ランクさせている。 

 
さらに、分子診断の分野で、昨年、遺伝子発現実験装置の電子検出へ、新しいナノ

エレクトロニクス・アプローチの商業化が見られた。2005年には、英国の生体外診断
企業のオスメテック (Osmetech)社が、モトローラのクリニカルマイクロセンサー
(Clinical Microsensors)事業体を獲得した。クリニカルマイクロセンサー事業体は、フ
ェロセンナノ粒子を電子形質導入に使用して、その"イーセンサー(eSensor)"電気化学
検知技術を開発した。2006年 1月に、オスメテック社は、嚢胞性繊維症用の遺伝診断
薬として、その"イーセンサー"技術の使用を米国食品医薬品局から承認を得ている。
形質導入ナノエレクトロニクス法を使用して商業的に許可された診断テストの初めて
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のものである。 
 
可視光を放射する量子ドットを生産する多くのアプローチの持つ問題のうちの 1 つ

は、テルル化カドミウムまたはセレン化カドミウムのような重金属原子を使用してい

るということである。米国のいくつかのアプローチは、この使用法から逃げようとし

ている。例えば、コーネル大学(イサカ、ニューヨーク州)の研究者は 2005年に、重金
属基盤半導体に関連した潜在的毒性問題のうちのいくつかを除去可能な、光活性量子

ドットを作り出す潜在的により廉価な方法を開発したと発表した。 
 
CU ドットという名を適切に付けたコーネル大学の量子ドットは、有機蛍光体と無

機のナノ粒子(シリカ)を組合せるハイブリッドプロセスを表す。言いかえれば、シリカ
ナノ粒子は、有機染料へナノスケール構造および寸法を与える鋳型として働く。シリ

カナノ粒子へ有機蛍光体のドープは新しくはなく、同じ問題の初期的研究は 1990年代
からあった。しかし、コーネル大学の研究者は、超蛍光性色素分子を生産するために

使用したアプローチは初めてであることを主張している。研究者によれば、作られた

CUドットは、溶液中の従来の染料より 20～30倍明るく、半導体量子ドットに近い輝
度を持っており、光退色に対して同じ抵抗力を示している。 

 
ナノセンサー 

固体ナノセンサーの商用開発は、現在、巨大磁気抵抗効果(GMR)を使用する高感度
磁界センサーおよびナノ粒子に基いた金属酸化膜半導体ガスセンサーの 2 つの分野に
よって占められている。 

 

後者の場合では、ナノ粒子複合材料は、装置の能動的ガス検知層の部分に使用され

ている。フィガロ技研や新コスモス電機のような日本の専門企業に加えて、欧州や米

国の多くの企業がこの分野で活動的である。これらの企業の中には、マイクロケミカ

ルセンサー社(ヌーシャテル、スイス)、シティテクノロジー社(ポーツマス、英国)およ
びシンケラ・テクノロジーズ社(Synkera Technologies：ロングモント、カリフォルニ
ア州)がある。これらのセンサーは、感度と選択性を改善する粒界を調整するためにナ
ノ複合材料を使用する以外は、ほとんど従来の金属酸化膜ガスセンサーの延長である。 

 
完全に新しいナノセンサーに関しては、いくつかの企業が CNT基盤センサーを開発

している。また、このカテゴリーで目立つ企業はナノミックス社(Nanomix：エメリー
ヴィル、カリフォルニア州)がある。昨年、ナノミックス社は、CNT 基盤ナノエレク
トロニクス検知プラットホームを使用して、"センセイション"と呼ぶ携帯型水素セン
サーを商業化した。また、同社は 2006 年に CO2センサーを計画している。同社はさ

らに CNTを使用して、ナノエレクトロニクス基盤の DNA検出および電子ノーズを研
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究している。ナノミックス社の検知技術は、2 つの電極間のシリコンに置かれた多層
CNT 網のインピーダンス測定に基づいている。この CNT 網は表面層の改質によって
異なる応用に対して機能する。 

 

量子暗号化 

クアンティック社(Quantique：カロージュ、スイス)は、2002 年に量子暗号システ
ムを商業化した最初の企業だった。同社の製品の主な焦点は、いまだ量子基盤乱数発

生器および微小単一光子計数器を含む研究用のシステムと部品である。しかしながら、

2005年 6月に同社は、量子暗号を使用した通信伝達を安全にするためのターンキーサ
ービスを提供するために、ファイバーラック社(Fiberlac)(スイスの光ネットワーク運
営者)との戦略的提携関係に加わった。2006 年には、同社はさらにデータセンター間
のパイロット量子暗号リンクを展開させるために IX ヨーロッパ社(IXEurope)との協
力を発表した。 

 
米国では、いくつかの組織が量子暗号システムを開発した。しかし商用ベンダーの

マジック IQ社(MagicIQ：ニューヨーク、ニューヨーク州)のことしか知られていない。
米国の開発のほとんどの焦点は、国防にあった。例えば、ハーバード大学やボストン

大学と一緒に、BBN テクノロジーズ社は、2003 年以来、米国国防総省のための量子
キー供給網を展開している。 

 
米国のひとつの商用ベンダーのマジック IQ社は、商用量子キー供給網を提供してい

る。また、2006年 3月に、同社はベライゾン社と共に、2つの光ファイバーネットワ
ークの全長 80キロメートルで量子暗号の使用成功を発表した。現在、同様のシステム
で達成された最長の結果である。 

 
以上 

（出典： SRI Consult ing Business  Inte l l igence  Explorer  Program）  
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