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［２］研究経過 
 エレクトロニクスの持続的な発展のために、より

高速で低消費電力なデバイスが求められている。単

電子デバイスは、電子がトンネリングで輸送され、

しかも内部の静電容量を極めて小さくすることが可

能なため、高速・低消費電力を実現する有力な候補

と考えられる。しかし一方で、単電子デバイス中の

トンネル接合の抵抗値は抵抗量子（Rq=e2/h~25.8 
kΩ）より大きい必要があるため、多くの研究者は単

電子デバイスは低速であると考えてきた。加えて、

従来の動作速度に関する議論は、抵抗と静電容量で

決まる時定数にもとづく単純なものがほとんどで、

単電子デバイスの動作原理を適切に考慮したもので

はなかった。また、新しい電子デバイスが切望され

ているGHzからTHzの高周波領域では測定の難易

度が高く、従来の単電子デバイス研究では十分な検

討が行われて来なかった。この様な現状をふまえ、

本研究では学際的な協力のもと、単電子デバイスの

高周波特性について理論および実験の両面から詳細

な検討を加え、デバイス本来のポテンシャルを明確

化することを目的として研究を行った。 
本プロジェクトは，本年度が２年目である。これ

までは，単電子デバイスの研究者のみの参画であっ

たが、今年度からはマイクロ波から THz にわたる

周波数のアンテナ、回路、計測の専門家にも参画を

願い、対象とするデバイスの範囲もパタン依存酸化

法（PADOX法）シリコン単電子トランジスタ(SET)
や斜め蒸着を利用した金属 SET のみならず、可変

バリアやトラップ準位を利用した単電子転送デバイ

スや強磁性体 SET に広げた。また、比較対象のデ

バイスとしてショットキーダイオードやボロメータ

なども加えた。このようにして、幅広い知見を融合

する形で単電子デバイスの高周波特性に関する共同

研究を展開した。 
今年度は、それぞれに研究機関において上記のデ

バイス、回路、アンテナ、計測技術などに関わる実

験的な評価と、理論的な検討を行った。これらの評

価や検討を踏まえて、2015年2月18日に静岡大学

電子工学研究所にて以下に列挙する発表内容で共同

研究プロジェクト研究会を開催し、研究結果に対す

る討論を行うと共に今後の研究の進め方について議

論した。 
・ Fe グラニュラー薄膜を用いた強磁性 SET の作製

と評価 
・ 高速単電子転送デバイス ～量子計測三角形の実

現に向けて～ 
・ テラヘルツアンテナ結合マイクロボロメータの研

究動向 
・ 金属SETの作製と高周波特性評価 
 
［３］成果） 
 （３－１）研究成果 
・MgF2下地上にnmオーダーの島状の（グラニュラ

ー）Fe薄膜を蒸着し、さらにMgF2薄膜で覆って横

型の強磁性SETを作製した。磁気抵抗評価を行った

ところ、Fe薄膜の厚さや構造に依存して 10%弱の

磁気抵抗比を得ることができた。この結果は、SET
特性が磁場で変調できることを示すのみならず、

SETの新しい作製法も提示しており、高周波応用に

つながる可能性がある。 
・pチャネルSi MOSFETを利用した可変バリア型単

一ホール転送デバイスでは 1 GHz動作を実証し、

17Kにおける最小の転送エラー率は 10-3であった。

エラー率の温度依存性から、転送確率は非平衡状態

における電荷島からソースへの熱ホッピングに支

配されていることが分った。 
・MOSFETのゲート電圧制御による局在したトラ



 

ップ準位への電子の捕獲と同準位からの電子の放

出を利用した単電子転送デバイスでは、17Kにおい

て3.5GHzの動作周波数で10-3より高い精度で電子

転送できることが示された。捕獲された電子の活性

化エネルギーは大きく、電界の印加により放出・捕

獲時間も 25ps以下にできるため、正確で高速な単

一電子操作にトラップ準位は有用であることが分

った。 
・1THz 用アンテナ結合ボロメータを想定し、Si 基
板上に幅と長さの比率 1:10 の半波長ダイポールア

ンテナを形成したとするとアンテナの共鳴長と共

鳴抵抗はそれぞれ52µmと38Ωとなる。この場合、

Si 表面の実効波長を辺の長さとする正方形領域に

入射する電力の約 20%が負荷抵抗に吸収されるこ

とから、ダイポールアンテナの効率は決して低くは

無いと考えられる。実際、Tiを負荷抵抗とサーミス

ターに使ったボロメータでは、電気感度と光学感度

の関係を矛盾無く説明できた。 
・SET の高周波特性を測るために、直列寄生抵抗の

小さな金属SET を、空中に浮いたマスクを介した

２方向からの斜め蒸着と金微粒子の付着により作

製を試みている。本年度は高周波用GSGプローブ

に適したパッド配置とし、良品SET の収量を上げ

るために寸法パラメータを限定して作製したが、金

微粒子の凝集により良品が得られなかった。多重連

結島を形成され難くするために、金微粒子を固定す

るチオール分子を短くした点に再検討の余地があ

る。 
・2 つの偏波方向に対応したアンテナを4 つ配置し、

ダイオードの接続方法に改良を加えることによっ

て円偏波を含む任意方向の偏波に対応するレクテ

ナを作製した。5.8GHzにおいて偏波角に関わらず

40%以上のRF-DC変換効率が得られる事を実証し

た。 
 
（３－２）波及効果と発展性など 
 高周波領域における単電子デバイスの特性が解明

され、例えば整流作用が従来のデバイスの限界を超

える高周波（＞THz）でも利用できるようになると、

新しい高感度な電磁波（光）検出器やイメージング

デバイスが得られる可能性が出てくる。 
 また、単電子転送デバイスがより高い周波数で高精

度に動作すると新 SI 単位系を実現する新しい電流

標準が得られる。 
 レクテナやボロメータなどのアンテナ、回路、計

測技術は上記の高周波応用を高度化する基礎として

の寄与や、研究分野の融合による新しい展開が期待

される。 
 このために、次年度は相互の協力関係をさらに深

めて行く予定である。 
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