
11）はじめに
半導体で作られる０次元的な人工ナノ構造（いわ

ゆる量子ドット）においては、量子サイズ効果が顕

在化するため、バルク状半導体では不可能な新しい

機能が発現する可能性がある。このような材料を利

用することにより、その高性能化にやや閉塞感のあ

るシリコンを中心とした従来の半導体デバイスの性

能をはるかに凌駕するようなデバイスができるので

はないだろうかという期待感から、量子ドットに関

して世界中で研究が活発に行われてきた。

本章においては、論文データベース（SC I

Expanded）の検索結果に基づき、「量子ドット」に関

する研究の動向についてまとめた。1970年以降現在

までに出版されている全ての論文のうち、論文の題

名、アブストラクト、キーワードの中に、「量子ドッ

ト」を意味するキーワードが含まれている論文、お

よびこれらの論文の中で特に「ボトムアップ」ある

いは「トップダウン」的作製手法を意味するキーワ

ードが含まれている論文を検索分類し、各年に発表

されたそれぞれの論文件数の年による推移を国毎に

まとめた。さらにボトムアップという視点でどのよ

うな応用を目指した研究が各国においてどのような

推移を経て行われてきているかについてもまとめた。

22）研究動向
「量子ドット」に関する各年の発表論文件数の年

による推移を世界全体、および主要国毎にまとめた

結果を図１に示す。また図２には「量子ドット」に

関する論文のなかで、「トップダウン的作製手法」

あるいは「ボトムアップ的作製手法」を表すキーワ

ードの含まれている各年の発表論文数の年による推

移をまとめた。

「量子ドット」の概念は1982年東京大学の荒川と

榊により半導体レーザへの応用という観点から初め

て提案され、1)これは現在の「ナノテクノロジー」研

究のひとつの大きなきっかけにもなっている。

しかしその後、1989年までは毎年出版される論文

の数はたかだか20件以下と少なかったのに対し、

1990年以降論文の数は急激に多くなってきており、

最近では毎年2,000件以上の論文が発表され、現在ま

で総数16,000件をこす論文が出版されている。この

論文総数は、ほぼ同時期に研究が活性化したカーボ

ンナノチューブ関連の論文総数とほぼ同じであり、

「量子ドット」に関して現在世界中で活発に研究が

行われていることがわかる。またこの量子ドット関

連の論文総数におけるわが国から発信された論文の

割合は16％程度であり、米国についでドイツととも
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図１　量子ドットに関する論文件数の年による推移

図２　量子ドットに関する論文件数及びこの中でトップダウン
あるいはボトムアップ的作製手法に関するキーワードの
含まれている論文数の年による推移
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に多く、世界におけるわが国の研究の存在感の大き

さを示している。また最近中国からの発表件数が急

激に増加し近い将来日本、ドイツをも上回る傾向に

あることは注目に価する。

また「量子ドット」関連の論文で、「ボトムアッ

プ」あるいは「トップダウン」的作製手法を意味す

るキーワードが含まれている論文は、1989年までは

毎年たかだか２件以下と少なかったのに対し、1990

年以降は急激に増加し、最近では毎年900件以上

（特にこの中で「ボトムアップ」的作製手法を意味

するキーワードが含まれている論文は、毎年800件

以上）の論文が出版され、上述の「量子ドット」全

般に関する論文出版件数と同じ傾向をもって推移し

てきている。

これらのデータは、1985年にCNRSのグループか

ら半導体薄膜作製過程において３次元的なナノ構造

ができたという報告2)はあるものの、1989年以前は量

子ドットの作製に関する有効な手法が存在しなかっ

たために研究が活性化せず、したがって論文の発表

件数が少なかったこと、および1990年以降に発表さ

れた「量子ドット」のボトムアップおよびトップダ

ウン的作製手法の提案が、「量子ドット」研究の大

きな引き金になったことを如実に示している。特に、

この作製手法の中で1990年に金材研（現在の物質・

材料研究機構）から発表された「液滴エピタキシィ

法」、3)および1993年カリフォルニア大学などから発表

された薄膜形成の際に発現するS-K（Stranski-

Krastanow）成長機構に基づくナノサイズの島状構

造を利用する手法4)は量子ドットのボトムアップ的作

製手法の先駆けであり、また1990年にNTTから発表

された「選択成長法」5)は量子ドットのトップダウン

的作製手法の先駆けになっている。これらは種々の

半導体材料の量子ドット創製のために多用されてき

ている。

量子ドットを作製するためには、今後ともボトム

アップ的作製手法が主流になっていくと考えられ

る。これらの中でS-K成長機構に基づく手法に比較

し「液滴エピタキシィ法」6)はその提案から手法の確

立までにやや時間を要したため、現在は多くの場合

S-K成長機構に基づく手法が採用されている。しか

し、「液滴エピタキシィ法」ではS-K成長機構に基づ

く手法では不可能な、格子整合系と呼ばれる材料の

組み合わせでも量子ドットが作製できたり、また量

子ドットの形状を種々の形に制御できるなどの特徴

があるため、量子ドットのボトムアップ的作製手法

としてさらに発展していくと期待される。

33）今後の動向
量子ドットに関する研究は、一部にはある程度の

指導原理があったにしても、そのほとんどはやや漠

然とした応用に対する期待感から研究が開始されて

きた。しかし、多くの研究がなされる中で以下に示

すいくつかの方向・分野に収斂されてきつつある。

1. 量子ドットの発光素子への応用（最初の論文は

1982年、現在まで論文総数1,942件）

2. 量子ドットの赤外線検出器、受光素子への応用

（最初の論文は1991年、現在まで論文総数245件）

3. 量子ドットの単電子効果素子への応用（最初の

論文は1989年、現在まで論文総数1,772件）

4. 量子ドットの量子情報処理への応用（最初の論

文は1995年、現在まで論文総数429件）

5. 量子ドットのスピントロニクスへの応用（最初

の論文は1999年、現在まで論文総数35件）

6. 量子ドットの人工原子、分子への応用（最初の

論文は1992年、現在まで論文総数386件）

7. 量子ドットの生体、分子等の標識への応用（最

初の論文は1998年、現在まで論文総数86件）

これらについて、それぞれ主要国毎に、発表論文

件数の年による推移をまとめた結果を図３-図９に示

す。なおここでは、量子ドットの創製手法として今

後もその重要性を増すと考えられる「ボトムアップ」

的作製手法を採用している論文に限定して発表論文

件数の推移をまとめた。

これらの図から、いずれの分野においても日本、

米国、欧州（主にドイツ）が三つ巴の状態で研究を

行ってきている実態が浮かび上がってくる。また量

子ドット研究のきっかけにもなった「量子ドットの

発光素子への応用」に関する研究に関しては、2000

年以降いずれの国においても発表論文件数は飽和あ

るいは減少傾向にある。これは最近量子ドットレー

ザがほぼ実用化レベルに近づき、7)この分野の研究が

生産現場に移植され始めたことと関連していると考

えられる。この分野では今後特に標準化に関する仕

事が重要になってくると考えられる。
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また「量子ドットの赤外線検出器、受光素子への

応用」という観点の研究ではわが国からの発表論文

件数は米国などに比較して少ない傾向にある。これ

はわが国の研究は民生用機器への応用という観点か

ら行われている研究が多いためと考えられる。

「人工原子、分子への応用」という観点での研究は

具体的なデバイスを目指して行われている研究は少

ないが、ナノ構造に特有の性質を解明、制御すると

いう基礎的な観点からは極めて重要な研究である。

さらに、「単電子効果素子」、「量子情報処理」、

「スピントロニクス」への応用を目指した研究は着

実に発表件数が増えており、今後も継続的に研究が

行われていくと考えられる。この中で、特に「量子

情報処理」、「スピントロニクス」に関する研究は、

発表論文の総数はまだ少ないものの、最近その件数

が急激に増加する傾向を示しており、今後の動向が

注目される。

また、これらの１－６の固体素子等への応用とは

異なるが、CdSeのようなII-VI族化合物半導体の量子

ドットを生体分子標識へ応用する研究も主に米国を

中心に最近活性化してきている。

2000年以降現在までの５年間に出版された「量子

ドット」に関する論文の中で、引用件数の高い論文

を検索することによっても研究の動向を調べること

ができる。各年に出版された論文のうち引用件数の

高い順にそれぞれの年毎に10件の論文を選び出しそ

の内容を調べると、「量子情報処理への応用」に関

する論文および「生体、分子標識への応用」に関す

る論文の割合が群を抜いて多いことがわかる。すな

わち、これら50件の論文（総引用件数6,111件）のう

ち「量子情報処理への応用」に関する論文は14件出

版されておりその総引用件数は2,424件であり、「生

体、分子標識への応用」に関する論文は19件出版さ

れておりその総引用件数は2,142件に達している。
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図４　量子ドットの赤外線検出器、受光素子への応用

図３　量子ドットのレーザー、発光素子への応用

図６　量子ドットの量子情報処理への応用

図５　量子ドットの単電子効果素子への応用



44）まとめ
「量子ドット」に関する研究は、最初に述べたよう

に高性能化にやや閉塞感のあるシリコンを中心とし

た従来の半導体デバイスの性能をはるかに凌駕する

ようなデバイスの開発に繋がる可能性を秘めている。

しかし、「量子ドット」の固体素子関連の応用と

して現在まで実用化に近い状態に達しているもの

は、量子ドット研究のきっかけにもなった量子ドッ

トレーザ、あるいはポリシリコンを利用する室温動

作単一電子メモリー8)などであり、これらはいずれも

それぞれの最初の論文が発表されてから20年以上を

経過している。また生体、分子標識への応用に関し

ては一部すでに実用化されているものもあるが、こ

れは古くから行われてきた微粒子に関する多くの研

究が土台になっていると考えられる。量子ドットを

種々の実用的な応用に結びつけるためには、多くの

研究が必要である。今後とも各分野で着実で継続的

な多くの研究、特にナノ構造の創製、構造および特

性評価に関する研究が必要である。

本稿で使用した論文データベースはISI社のSCI

Expandedであり、各データは2005年3月11日現在の

検索結果に基づいている。また「量子ドット」検索

に用いたキーワードは、“quantum dot＊ or quantum-

size＊ dot＊ or quantum well box＊ or quantum box＊

or multidimensional quantum well＊”である。（＊印

は各単語の後に続けて何らかの文字のある単語をも

含むことを意味している。）

データを整理していただいた山田和佳子さんに感

謝する。
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