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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

電子デバイスは高速動作には適さないと考えてきた。

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３年目である。昨年

度に引き続き、単電子デバイスの研究者に加えてマ

イクロ波から THz にわたる周波数のアンテナ、回

路、計測の専門家や微細構造作製・観察に関わる透

過電子顕微鏡技術の専門家にも参画を願い、対象と

するデバイスも金属やシリコン(Si)の単電子トラン

ジスタ(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も含めた。また、

比較対象の整流デバイスとしてショットキーダイオ

ードなども加えた。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、細構造作製・

観察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、2016年2
月 22 日に静岡大学電子工学研究所にて共同研究プ

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。 
 
［３］成果 
 （３－１）研究成果 
・絶縁膜上のSi (SOI: silicon on insulator)にパタン

依存酸化法を適用して３重ドットの単電子トラン

ジスタを作製した。酸化前の Si 層をナノワイヤの

根元部分でくびれた特殊な構造とすることで３重

ドットを実現した。SET を覆う単一のゲートに交

流信号を加えると作製したSET は単電子転送を行

うターンスタイルとして動作した。モンテカルロ法

によるシミュレーションより、トンネル接合やゲー

トの容量の不均一性がターンスタイル動作に重要

な役割を果たしていることが示唆された。 
・高速で動作する単電子ポンプは、素電荷と周波数に

もとづいて電流単位（アンペア）を再定義する量子

電流標準への応用の観点で、近年注目を集めている。

SiナノワイヤーMOSFETは、可変バリア型単一電

子（ホール）転送デバイス、もしくは局在準位への

電荷捕獲・放出を利用する転送デイバスとして

GHzオーダーの周波数で動作する。最近NTTは英

国立物理研究所(NPL)と協力して転送精度の評価

を行い、2GHz の動作周波数でppm レベルの精度

が得られる事を測定により確認した。 
・同相・逆相給電マイクロストリップアレーアンテナ

に無給電素子を装荷することによる高利得化につ

いて検討した。無給電素子を半波長の位置に装荷す

ることにより、約2dBの利得向上ができ、無給電素



 

子の間隔は給電素子の間隔と同じ 0.8λ0が最も利得

が高くなることがわかった。この結果はSETなどの

整流素子を含むレクテナの広角化のために有用で

ある。 
・基板の無い自立した SiN 薄膜上に Au 細線を形成

し、透過電子顕微鏡(TEM)で観察することにより、

エレクトロマイグレーション(EM)による破断過程

をその場観察することに成功した。通電の初期段階

においては細線内にランダムにボイドが発生する

が、時間経過に伴い、電子流上流側（負極側）のボ

イドのみが大きく成長する事を確認した。継続的な

EM による細線狭窄化により細線を構成する結晶

粒径と細線幅が近づくと、狭窄部はバンブー構造と

なって狭窄速度が大きく低下すると共に、バンブー

構造が伸長する現象が見られた。これらの知見は、

金属SET を作製する際のナノギャップ形成に有用

と考えられる。 
・フレネル反射・透過を含めた光線追尾解析手法を開

発し、直線偏光のTHz波によって照射されたSiレ
ンズのパワー流密度の分布を評価した。本手法は簡

便で計算量が少なく、電磁波としての干渉や回折の

効果を考慮していないにも関わらず、電磁界シミュ

レーションに基づく精密な計算結果と良い一致を

示した。 
・SET 整流作用の周波数特性を評価するために、時

間依存のマスター方程式法によるシミュレーショ

ンを時間ステップの設定などの観点で慎重に行っ

た。整流出力は途中の周波数で減少するものの、さ

らに高い周波数では一定の値を保ち、動作周波数の

限界は認められなかった。 
 高周波特性を実測するために、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

着を利用して、直列寄生抵抗の小さな金属SET の

作製を試みているが、ソース・ドレイン間ギャップ

の寸法設定の問題で歩留まりが低くシミュレーシ

ョンの検証には至らなかった。 
 
（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。 
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