
 
 
 

「ナノ粒子の合成と機能化技術」中間評価報告書（

 

 

 

目  次 

（

 

1.分科会委員名簿・・・・・・・・・・・・  

 

2.プロジェクト概要・・・・・・・・・・・  

 

3.評価概要(案) ・・・・・・・・・・・・・  

 

4.評点結果 ・・・・・・・・・・・・・・・  
 

第９回技術評価委員会

資料 4-2-5 
 
 

案）概要 

頁） 

１ 

２ 

６ 

 １２ 



 

1 

新エネルギー・産業技術総合開発機構 技術評価委員会 
「ナノ粒子の合成と機能化技術」（中間評価） 

分科会委員名簿 
 
 
 

氏名 所属、役職 

分科会長 東谷
ひがしたに

 公
こう

 京都大学 大学院工学研究科 教授 

池澤
いけざわ

 直樹
なお き

 
株式会社 野村総合研究所 コンサルティング部門 
チーフ・インダストリー・スペシャリスト 

大嶋
おおしま

 寛
ひろし

 大阪市立大学 大学院工学研究科 教授 

小田
お だ

 正明
まさあき

 
株式会社 アルバックコーポレートセンター 
ナノパーティクル応用開発部 部長 

喜多
き た

 英治
えい じ

 筑波大学 物理工学系 教授 

木村
きむ ら

 啓作
けいさく

 
姫路工業大学 大学院理学研究科 教授 
（理学研究科長、理学部長） 

分
科
会
委
員 

北條
ほうじょう

 純一
じゅんいち

 九州大学 大学院工学研究院 教授 

敬称略、五十音順 
 

事務局：新エネルギー・産業技術総合開発機構技術評価部 



 

2 

概要概要概要概要    作成日 平成１５年３月３１日
プログラム名プログラム名プログラム名プログラム名    ナノテクノロジープログラム（ナノマテリアル・プロセス技術） 
プロジェクト名プロジェクト名プロジェクト名プロジェクト名    ナノ粒子の合成と機能化技術 PJコード Ｔ０１０４０ 
事業担当推進部室･担当者事業担当推進部室･担当者事業担当推進部室･担当者事業担当推進部室･担当者    ナノテクノロジー・材料技術開発室 山本 道晴 

事業の概要事業の概要事業の概要事業の概要    

ナノ構造の創製やナノ機能の発現に重要なナノ粒子の合成技術及びナノ粒子

への機能付加プロセス技術等の基盤を構築する。具体的には、以下の開発項

目を実施する。 
① シングルナノ粒子の高速合成技術の研究開発 
② シングルナノ粒子の表面修飾・薄膜化技術の研究開発 
③ シングルナノ粒子を用いた機能素子の作製と機能評価 
④ ナノ粒子の合成と機能化技術の体系化 

１．事業の目的・政策的位置付けについて                             

【ＮＥＤＯが関与する意義】 
 シングルナノサイズの微粒子は、同じ物質のバルク材料とは全く異なる量子サイズ効果等により電気
的、光学的、磁気的、機械的に特異な特性を有することが知られており、これらの技術を応用すること
によって、広範な産業技術の革新的発展が期待される。ナノテクノロジーは、キーテクノロジーとして
期待される反面、研究開発に対するリスクも大きい。また成果等の知識の体系化も必要である。以上の
点から、市場原理による民間投資に任せるのではなく、ＮＥＤＯによる集中的･効率的研究開発が必要で
ある。 
【実施の効果（費用対効果）】 
費用：【開発予算】に記載。 
効果：・材料メーカーにおいては 10000億円規模。 

・ユーザーサイドでは、電子･情報産業で 10000億円規模、ナノ粒子を用いたバイオ関連で 10000
億円規模、難燃剤などの構造材料では数百億円規模の市場創出規模。 
・ナノ粒子デバイスへの応用により、2010年時点での省エネルギー効果は重油換算で約 330万
キロリットル／年。  

【事業の背景・目的・位置付け】 
(1) 社会的背景 
平成９年に閣議決定された「経済構造の変革と創造のための行動計画」では、我が国が新しい製造プ

ロセス技術を供給する「世界のマザーファクトリー」の役割を果たすことが唄われているが、微粒子の

合成、分散、安定化及びコーティングなどのナノ粒子が関与する基幹技術で遅れている。ナノ粒子の機

能を活用するテクノロジーは、各種のデバイス開発に欠かせない基盤技術であるだけでなく、省資源、

省エネルギー、環境問題対応の面でも優れた技術であり、循環型社会システム構築に必須な技術である。

(2) 技術的背景 
ナノ粒子から量子サイズ効果、比表面積の増大効果、活性化率の増大効果等を実現するためには、ナ

ノ粒子に所定の化学組成、高純度、シングルナノメーター（直径 1～10nm）サイズ、さらにサイズが揃
っていることなどが求められるが、従来の物理的気相堆積法などの合成技術では市販品として実現した

ものはない。また、ナノメーターサイズの微粒子を薄膜状に分散もしくは配列することによる機能の大

幅な向上と低コスト化が期待されており、表面状態の制御などによる配列技術の開発が望まれている。

以上の背景を踏まえ、化学工学会において平成 9 年度より「マイクロサイエンス＆テクノロジー」委
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員会を組織し、そこで抽出された課題の技術的可能性と産業への寄与が検討された。それによってナノ

粒子を産業的に利用する上での克服すべき問題点が明らかとなり、国家プロジェクトとして行うべき研

究開発の方向性が示され、本プロジェクトはそれを受けたものである。 
 

２．研究開発マネジメントについて 
    【事業の目標】 
 本プロジェクトは、化学・電子・電気・光・触媒・セラミックス・バイオ・機械等の広範な技術分野
において、環境影響が小さく省エネルギーでリサイクル可能な材料を利用して高機能を達成するための
技術開発を通じて、持続可能社会の構築に資するものである。その手段として、元素を多様化する旧来 
の新規材料開発の手法から脱却して既存の安全な材料をナノ構造化することによって、量子閉じ込め効
果等により同じ物質のバルク材料とは全く異なる特異な化学的、電子的、電気的、光学的、磁気的、機
械的特性が発揮されることを利用して、新たな材料産業体系の創出を目指す。このためには、ナノ構造
を形成する最も基本的な構成要素であるシングルナノ粒子の合成及びその配列による機能素子化（薄膜
化）が急務であり、それを実現するための化学材料プロセス技術を開発することが目的である。 
【位置づけ】 
国内での大学・文部科学省等による基礎的・先導的研究においては、シングルナノ領域の粒子にター
ゲットを絞った研究への取り組みは進んでおらず、特に工業規模での生産プロセス技術については全く
未着手の状態である。米国 NNIにおいては、コーティング、DDSや触媒、環境モニター等へのナノ粒
子の応用が巨大マーケットを生み出す可能性を持っていることから、ナノ粒子技術を最重要の課題とし
て挙げており、NNIにおける中核的な技術開発として位置付けられている。このような世界の技術開発
の流れにおいて、我が国も、ナノテクノロジーの中核技術であるナノ粒子について集中的な研究開発を
進め、産学官の協力体制のもとで基礎研究と応用研究の円滑な産業化を推進していくことが必要であ
る。 

主な研究開発実施事項 H13fy H14fy H15fy H16fy H17fy【事業の計画内容】【事業の計画内容】【事業の計画内容】【事業の計画内容】 
シングルナノ粒子の高速合成技術の研

究開発 
  

 シングルナノ粒子の表面修飾・薄膜化技
術の研究開発 

  

 シングルナノ粒子を用いた機能素子の
作製と機能評価 

  

 ナノ粒子の合成と機能化技術の体系化  
【開発予算】【開発予算】【開発予算】【開発予算】（百万円） H13fy H14fy H15fy H16fy H17fy 総額 

(当初希望) 900 980 950 850 820 4580 一般会計 
(実績) 800 824 594   (2218) 

【開発体制】【開発体制】【開発体制】【開発体制】     
経済省担当原課 製造産業局化学課 
運営機関 新エネルギー・産業技術総合開発機構 
プロジェクトリーダー 広島大学大学院工学研究科物質化学システム専攻 奥山 喜久夫教授 
委託先 (財)化学技術戦略推進機構 
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再委託先 ①大阪大学工学研究科原子力工学専攻、②大阪大学太陽エネルギー化学研究センター、

③(財)かがわ産業支援財団高温高圧流体技術研究所、④東北大学多元物質科学研究所、

⑤東北大学多元物質科学研究所、⑥東北大学多元物質科学研究所、⑦東京大学工学系研

究科化学システム工学専攻、⑧東京大学工学系研究科化学システム工学専攻、⑨神奈川

工科大学応用科学科、⑩岡山大学工学部物質応用化学科、⑪大阪府立大学先端科学研究

所、⑫九州大学大学院工学研究院化学工学部門 

 

共同研究先 ①広島大学大学院大学院工学研究科物質化学システム専攻、②広島大学大学院先端物質
科学研究科量子物質科学専攻、③東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻 

【情勢変化への対応】【情勢変化への対応】【情勢変化への対応】【情勢変化への対応】        特になし特になし特になし特になし 

３．３．３．３．研究開発成果研究開発成果研究開発成果研究開発成果    
 
（１）シングルナノ粒子の高速合成技術の研究開発 
①電子情報素子向けに、磁性 FePt 粒子、極微細配線用 Au 粒子につき、3~10nm のナノ粒子の合成
条件をほぼ確立した。 
ａ．ポリオール還元法にて、３～１０ nmのＦｅＰｔナノ粒子を、ビーカースケールにて合成
し、また、超音波連続合成装置によってもＦｅＰｔナノ粒子を合成した。さらに、気相法に
てもナノ粒子の合成が可能となった。 

b . 液相還元法を用いた金ナノ粒子の合成で、従来の濃度の 10倍の 1×10－３mol／Lオーダー
で、還元反応時に超音波を照射することで、粒子形状はほぼ球状で平均粒子径が 8nmから
10nmの金粒子を合成することができた。 

②光機能素子向けに、CdSe/ZnS ナノ粒子、GaNナノ粒子、Y2O3:Euナノ粒子を合成した。 
ａ．液相反応のひとつであるホットソープ法に適合する連続合成装置により、発光波長：約５

００～６００ｎｍ（粒径：約２～５ｎｍ）、発光帯半値幅：４０ｎｍのＣｄＳｅナノ粒子を
中間目標の製造速度：約１０ｇ／ｈで製造することが可能となった。 

ｂ．GaNナノ粒子について、ＣＶＤ装置を用いて検討し、一次粒径の数平均が 6.4nm、標準偏
差 1.4nmの粒子を合成することが出来た。粒子径変動係数で表せば約 22%に相当する。 

ｃ．酸化物蛍光体であるユウロピウム賦活酸化イットリウム（Y2O3:Eu）を噴霧熱分解法で合成
し、１次粒子径：10～20nm、ﾋﾟｰｸ粒子径：80nmのナノ粒子の合成条件を見出した。 

 ③構造体材料向けにゾルゲル反応装置を用いて SiO2ナノ粒子の合成条件を最適化し、粒子径 7.8nm
の SiO2ナノ粒子を、中間目標を上回る合成速度 15g/hrで合成することができた。 
④液相反応により合成されたシリカのナノ粒子(5nm)にポリスチレン粒子(50〜90nm)を混合し、噴霧
乾燥法により、自己組織化されたメソポーラス粒子の合成に成功した。 
⑤上記の各種ナノ粒子の合成法の開発により、以下のナノ粒子の外部機関に対する試料提供が可能と
なった。 
・電子情報素子 磁性 FePtナノ粒子、Auナノ粒子 
・光機能素子  CdSe/ZnSナノ粒子 
・構造体材料  SiO2ナノ粒子 

 
(2)シングルナノ粒子の表面修飾・薄膜化技術の研究開発 
  ①ナノ粒子の表面修飾技術 

CdSe/ZnS 粒子等を極性溶媒や水に良好に分散させることのできるチオール系の表面修飾材を適用
して、塗布に用いるナノ粒子懸濁液を調整した。HSCH2CH2CO2H（MPA：Mercaptopropanoic 
Acid）が最も有効であり、CdSe/ZnS-MPA の粒子を、アミンやアルコール等の極性溶媒中に分散
することが可能となった。 
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②液相塗布によるナノ粒子薄膜の形成技術 
ａ．シリカ粒子液相分散系を用いたシリカ粒子膜の塗布成膜における、材料プロセス条件（被覆率、
分散系のゼータ電位、基材の表面処理状態、塗布時のせん断速度）と粒子集合構造（配列秩序性
とドメインサイズ）の相関について検討し、配列秩序性が良好となる条件を見出した。 

ｂ．帯電させた粒子を、気相中で帯電させたパターン上に選択的に吸着させ、パターン形成するこ
とを検討し、帯電量の保持、粒子速度等のバランス条件の最適化により、パターン上への配列が
可能であることを見出した。 

ｃ．SiO2粒子とポリスチレン粒子の懸濁液を基板上に塗布した後、加熱してポリスチレン粒子を除
去して、粒子配列性に優れたポーラスシリカの薄膜形成技術を見出した。、細孔がヘキサゴナル
に単層で配列したシリカ薄膜を得た。任意な細孔径を得ることも可能であった。 

 
(3)シングルナノ粒子を用いた機能素子の作製と機能評価 
①磁性体ナノ粒子を、任意のパターン状に配列させ、磁性記録媒体を試作することを検討中である。
②構造体材料の創製を目的に、ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ樹脂やエポキシ樹脂中に SiO2粒子を均一に分散できる条件を
把握した。また、ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂の重合反応と同時にナノ粒子を合成する in-situ反応により均一分散
物を得る条件を見出した。 

③光機能素子として、CdSeナノ粒子薄膜を用いた光メモリについて検討した。CdSeナノ粒子薄膜は、
蛍光強度の増加が連続的であることから、励起光照射量を調節することでひとつの記録ドメインに
複数の情報を記録すること（多ビット記録）が可能であること、可逆な光記録ができることを見出
した。 

   
(4)ナノ粒子の合成と機能化技術の体系化 
①粒子の合成と表面修飾過程について、抽出、整理しデータベースに格納すべき特性の検討を行った。
塗布・薄膜化など他の過程についても、解析の手法を得ることができた。 

②各工程を表現する特性を、「プロセス」、「構造」、「機能」の 3 つの領域の観点から整理して検討し
た。 

（外部発表実績）特許：２３件、 論文：１５９件、 口頭発表：２１６件、 新聞：７件 
４．実用化、事業化の見通し 
電子情報素子：磁性体ナノ粒子の記録媒体への応用により、100Gbit～１Tbit／cm2（645Gbit～数 Tbit

／ich2）の記録媒体の実用化が可能となる。極微細配線に金、銀、銅の金属ナノ粒子を
適用することにより、100nm幅以下のパターンの微細配線の実用化が可能となる。 

光機能素子：蛍光量子効率の高い蛍光体ナノ粒子により、高輝度の表示素子の実用化が可能になる。 
半導体ナノ粒子の光メモリーへの応用により、安価で高密度の光メモリー媒体の実用化が
可能となる。 

構造体材料：耐熱性、難燃性、強度に優れた構造体材料の開発により、耐熱性プリント基板、透明な高
強度フイルム等の電子材料、構造体材料の実用化が可能となる。 

５．評価に関する事項 
実施時期 平成１５年度 中間評価実施 評価予定 
評価項目・評価基準 標準的評価項目・評価基準 
実施時期 平成１８年度 事後評価実施予定 評価予定 
評価項目・評価基準 標準的評価項目・評価基準 
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「ナノ粒子の合成と機能化技術」（中間評価） 

評価概要（案） 
１．総論 
１）総合評価 
本プロジェクトは、ナノ粒子の製造と塗布技術を含みその制御法の確立を目的と
した野心的なプログラムである。現状ではサイエンス的な要素の多いナノテクノロ
ジーを、本格的な産業技術へ進歩させるためには不可欠なプロジェクトであり、
NEDOが実施した意義は大きい。 
本プロジェクトは、実用化に耐えると思われる種々の独創的手法が提案されてい
るナノ粒子材料の高速合成手法の開発を中心に、全体的には成功していると評価で
きる。しかしながら、現段階では種々の作製方法が試されるため、目的の階層の統
一的な理解が難しくなっている。各項目における目的を、一般性を重視した技術の
拡大に置くのか、特定用途の実用まで目指すのか、整理と重点化が必要であろう。
実用化を目指しているテーマでは、もっと最終製品に必要とされるスペックを満た
すような方向でとり進める必要がある。 
本プロジェクトでは、現段階ではナノ粒子とその構造体の製造に関する技術開発
を主体としているが、装置開発の視点も取り入れていくことが必要である。ハンド
リング技術に関しては、今後の研究に位置付けられているが、実用化の観点から重
要な項目であり、研究開発の枠組みを検討する必要がある。 

 
２）今後に対する提言 
本プロジェクトの研究目的は重要であり、その続行は不可欠と判断する。 
しかしながら、研究開発とプロセス開発を区分して収束させる時期に来ており、
今までの全ての研究課題が必要かどうかを再考する必要がある。 
実用化を狙うテーマについては、目標を再設定する必要がある。企業化を考慮す
ると、ナノプロジェクトで有望なテーマに資金を重点的に配分することも考慮すべ
きである。使用用途に対して、適切な製造方法が選択されているかを見直さなけれ
ばならない。さらに、今後も機能素子の開発を進めるならば、少なくとも素子化に
専門性を持つ企業との関係を更に密にすべきである。 
生成した粒子が実際に利用可能である具体例を示す必要があるので、独創性が高
く、今後にインパクトを明らかに与えるであろうフラッグシップ的成果を示して欲
しい。 
 
２．各論 
１）事業の位置付け・必要性について 
ナノテクノロジープログラムの一環として、本プロジェクトは重要である。 
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 ナノ粒子の合成と機能化技術は、次代の産業基盤技術の構築を目指す事業であり、
応用志向と短期志向が強くなっている民間企業では、体系化を可能とするような規
模での研究開発はリスクが高く望めないので、NEDO 事業としての実施は妥当と
考えられる。 
 また、プロセス開発の立場から、一つのプロセスの開発は物質横断的に、また分
野横断的に適用可能なため、汎用性が高いという点でも NEDOよる実施は妥当で
ある。 
ナノ粒子技術の確立により新規産業が期待されるが、中長期的な産業のビジョン
に、本プロジェクトを明確に位置付けるような努力も必要であろう。 
 
２）研究開発マネジメントについて 
研究計画は、必要な要素技術が取り上げられており、概ね妥当と評価できるが、
種々のテーマの寄せ集め的要素があり、テーマ間の関係の整理が必要である。さら
に、より幅広い研究者の意見を取り入れながらテーマを推進していくことも必要で
あろう。 
また、３つの主要部門（高速合成、表面修飾、機能素子）を並行して進める計画
になっているが、合成方法が先行し機能素子化が遅れて実施した方が、適切なフィ
ードバックがかかって良かったと思料する。ナノ粒子のハンドリング技術の開発は、
今以上に格上げする必要がある。 
なお、プロジェクトリーダーは、揺ぎない自信と明快な目線を持ってプロジェク
トの統括に当たり、高いリーダーシップを発揮している点で評価でき、研究体制に
おいては、集中研において十分な成果が得られる体制になっている。今後は、集中
研と再委託研究との有機的連携を強化しながら、最終目標を目指して欲しい。 

 
３）研究開発成果について 
次代の産業基盤技術として材料、デバイス機能向上に大きく寄与する成果が挙げ
られつつあり、将来の新たな技術領域の開拓、新産業の創生に寄与できる成果とし
て評価できる。特に合成技術に関しては、大規模な工業的製造技術について世界的
な成果が挙げられており、高い目標をよく達成している。 
しかし、現在までの成果については、研究項目間でのばらつきが大きい。合成部
門では所期の成果がでている。それ以外では薄膜化技術などにチャレンジしている
が、今後、一層の研究の加速、推進が必要と思われる。 
特許の出願は、１企業当たりとすると約２件で一般的なレベルにあるが、今後の
実用化研究と連動して、一層の特許取得が求められる。プロセス技術の特許に関し
ては、守秘性を踏まえた出願戦略が求められる。 
成果の普及では、論文発表は十分な著作があり、学術的価値が高く評価できる。
新聞発表の件数は少ないので、成果情報を発信して、デバイス企業等との連携を充
実するためにも、今後は増加を図る必要がある。 
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４）実用化、事業化の見通しについて 
ナノ粒子の合成技術と表面修飾・薄膜化技術は、産業技術として期待できる。報
告された範囲のシングルナノ粒子の工業化は可能だろう。本プロジェクトは基盤技
術を対象としているので、より製品に近いプロジェクトと比べ不明確であるのは致
し方ないが、事業化とそのタイミングに関しては今後明確にして進めて欲しい。 
化合物半導体に関しては、プロセス依存が大きいと思われるが、プロセス開発は
関連分野への影響度が大きいので、全体として大きな波及効果が見込まれる。ナノ
粒子の計測技術は優れた成果が得られていることから、産業技術として期待できる。
ただし、ハンドリング技術は事業化までの道のりはまだ長く、提案されているすべ
てを遂行するのではなく、特定の物質に特化して開発すべきだろう。 
今後は、具体的に 5 年、10 年の実用化シナリオを明確にした上でプロジェクト
を再構築する必要がある。 

 



 

    

    
    
    
    
    
    
    

個別テーマに関する評価個別テーマに関する評価個別テーマに関する評価個別テーマに関する評価    

 

 成果に関する評価 実用化の見通しに関する評価 今後に対する提言 

シングルナ
ノ粒子の高
速合成技術 

ナノ粒子の高速合成手法として、実用に耐え得ると思われる
種々の独創的手法を提案し、ナノ粒子の粒径、粒径分布、形状
分布、試作サンプルの提供など、高い目標値に対して十分な達
成度が得られた。これらは、ナノテクノロジーの産業的、事業
的な進展を強く支える優れた成果と言える。 
全般的に国際水準にあり波及効果も期待できる。特に、液相
連続法による CdSeの生産、GaNの連続生産、静電噴霧 CVD
法を用いる非凝集酸化物ナノ粒子の製造、塩添加型および減圧
型噴霧熱分解法による酸化物ナノ粒子の製造、構造体材料向け
SiO2ナノ粒子の製造、自己組織化メソポーラスシリカの製造な
ど、世界の先駆けとなる優れた成果が得られた。 
しかしながら、生産速度には課題があるので、広島集中研究
室を中心とした装置開発が期待される。また、各合成技術がど
のような材料合成に適用できるのか、ナノ粒子のハンドリング
や貯蔵をどのようにするか、ナノ粒子を大量に分級回収するシ
ステムの開発などの課題は残されている。 

基本的には実用化を意識した連続生産を志向しており、提
案された多くのナノ粒子高速合成システムは実用化可能と評
価できる。特に、噴霧熱分解法は、酸化物、化合物系ナノ粒
子合成において、さらなる改良を行うことにより工業規模で
の実用化が期待できる。 
しかし、最終的な製品（例えば磁気記録装置）自体が多く
の要素技術から構成されており、現地点でイメージしている
アプリケーションが想定通りに実用化されない可能性があ
る。ここで提案された手法で生成されたナノ粒子の機能評価
と、その機能の実際の利用分野における開発が重要であるた
め、更に専門家の意見や情報を取り入れて評価・開発すべき
である。 

FePtナノ粒子は、大量合成に成功しても薄膜化・整列など
の技術が必要なので、製品化のハードルは高い。化学還元法
による Au ナノ粒子は、現状ではまだ実用化に必要な濃度よ
り低いので、高濃度化を含めて実用化を目指した開発が必要
である。また、実用化を考えるとハンドリングを念頭におい
たプロセスをもっと考慮すべきである。 

ナノ粒子の大量生産については、実用化のた
めの要素技術として、リアクター設計をどこま
で行うことを目標にするのかを明確に提示す
べきである。また、噴霧熱分解法においては、
工業レベルで必要とされる濃度（生産量
500g/hrにスケールアップできる濃度）におい
て、凝集のないナノ粒子を得る必要がある。さ
らに、装置開発においては、装置メーカーとの
緊密な協力体制も考慮すべきだろう。 
開発された種々の高速合成法の特徴を整理
し、どのようなナノ粒子の合成に向いているか
などの適用範囲を明らかにすると、研究結果の
利用価値が上がると思われる。 
今後は、新たなアプリケーションイメージの
積極的な探索のために、サンプルの積極的提供
をはかり、ユーザー側からのフィードバックを
促進することが望まれる。例えば、EL ディス
プレイのような応用例を実際に作って、その有
用性をアピールすることも必要である。 
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 成果に関する評価 実用化の見通しに関する評価 今後に対する提言 

シングルナ
ノ粒子の表
面修飾・薄
膜化技術 

シングルナノ粒子のハンドリングやパターニングにとって
重要であり、今後のナノテク関連産業の発展にとって不可欠な
研究項目である。成果は概ね目標値をクリアしている。 
デンドリマーによるナノ粒子の制御法の開発やポーラスシ
リカ膜の生成は、独創的であり、また、スタンプ法によって描
画した帯電パターンに沿って配列させたナノ粒子の構造体形
成については、世界最高水準の精細度を得ており評価できる。
また、ナノ粒子の秩序性が良好な単層配列薄膜の形成技術を
開発しており、これをベースに今後多層配列薄膜への展開が期
待できる。 
しかしながら、上記以外には目立った成果として見えるまで
に到達しておらず、目標には多彩な薄膜化が挙げられている
が、どの部分が実現できるのか焦点を絞るべきである。 
残りの年度では、広い領域にわたる２次元、３次元配列を実現
し、世界最高水準を達成して欲しい。成功すれば、極めて汎用
性の高い技術となるはずである。 

デンドリマーによるナノ粒子の制御法の開発、ポーラスシ
リカ膜の生成などは実用化可能と考えられる。その他も、表
面修飾技術、薄膜化とパターニング技術など、実用化の芽と
なる成果が得られており、研究の進展により実用化は可能で
ある。 
実用化のためには、シミュレーションによる解析より、実
用に近い塗布技術の開発に力点を置くべきである。実用化に
インクジェット技術を想定するなら、トータルシステムの設
計が必要なので企業の参画を求めた方が良いが、どこまで踏
み込むかは考慮する必要があるだろう。 
実用化の評価には、ナノ粒子が形成する構造を維持するた
めに必要な強度や、保護膜の塗布なども検討する必要がある。
アプリケーションの探索は、現地点で検討していない応用先
に対しても、持続的な探索活動が必要である。 

ナノ粒子の表面修飾技術、薄膜化技術を確立
するという観点からは解決すべき課題が多い。
ただし、最終的な薄膜形成のプロセスは不明
だが、塗布プロセスを用いるならば、それに重
点を置いて進めるべきである。また、シングル
ナノ粒子とパターニングの関係は、ナノ粒子を
用いる必然性を明確にすべきだろう。 
さらに、現在の体制に捕らわれず、潜在ユー
ザーとの関係を強化すべきである。例えば、イ
ンクジェットについても、種々の検討中の企業
があるはずなので、積極的に情報交換を図るべ
きである。 
今後は、研究の進展により多層同時配列などに
方針が立つことを期待する。 

シングルナ
ノ粒子を用
いた機能素
子の作成と
機能評価 

成果は目標値を概ねクリアしており評価できる。特に、ナノ
粒子とポリマーを均一に分散する、いわゆるナノコンポジット
の製造に関しては、優れた成果が得られている。ポリエステル
反応場でのナノ粒子の生成は独創的で、どのような樹脂と粒子
で同時合成が可能かの諸条件を明らかにすれば、種々の構造材
料創製の可能性が広がるので、汎用性ある技術開発となる。 
しかし、特に粒度分布の測定に関しては、国際水準の市販品

に対する優位性を明確にしながら開発する必要がある。 
超音波減衰法に関しては、実用レベルの高濃度での粒径分布

測定の可能性があり、開発の意義がある。 
動的光散乱法による粒度分布測定は、分布の評価など到達レ

ベルは不十分であり更なる改良が望まれる。 
本テーマは、数多くの競合技術のあるアプリケーションを想
定しているので、目標値自体の妥当性には疑問がある。また、
機能素子の作成自体を本プロジェクトの目標とすべきか否か
も再検討が必要である。 

樹脂へのナノ粒子の均一分散法、ポリエステル反応場での
ナノ粒子の生成法、溶融ポリマー中でのナノ粒子の合成法は、
いずれも実用化可能であり期待できる。その手法の適用条件
（ポリマー、粒子の種類に関する条件）が分かれば、インパ
クトは大きい。 
しかしながら、現時点で想定されているアプリケーション
についての実用化の可能性が不明確であり、実用化・事業化
の可能性やそのタイミングなどをより明確にする必要があ
る。磁性ナノ粒子は、磁気メディアとしての用途と研究動向
を見極める必要がある。光メモリに関しては、他の材料と比
較してのナノ粒子を使用するメリットが主張されなくてはな
らない。 
ただし、現在のアプリケーションに拘ると、潜在する貴重
な成果も含めて否定的に評価してしまう可能性もあるので、
今後、この研究開発項目の扱いは慎重にする必要がある。 

ポリマー反応場でのナノ粒子の生成法や、溶
融ポリマー中でのナノ粒子の合成法の独創性
を生かして、今後の中心テーマとすべきであ
る。 
本プロジェクトはナノテクノロジーの産業
化の基盤構築にあることを踏まえて、研究開発
項目２と合併させるなどの工夫が望ましい。他
の２項目と同時に進行するのは無理があるの
で、作製部門が先行して少し後から進行させる
べきである。 
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 成果に関する評価 実用化の見通しに関する評価 今後に対する提言 

ナノ粒子の
合成と機能
化技術の体
系化 

成果は目標を概ねクリアしている。塗布膜の乾燥過程の動力
学的検討とシミュレーション、ナノ粒子合成中の計測技術な
ど、優れた成果が認められた。しかし、クロマトグラフィーに
よるナノ粒子の分級では、成果に新規性は認められなかった。
ナノ粒子技術の体系化は独創的であり、ナノ粒子の研究目的
を正しく見極め、プロジェクトの総合的な理解と方針修正など
を議論する上でも必要な研究項目である。他の部門の成果を反
映させたデータベース化は、波及効果も大きい。 
今後は、情報技術側面に専門性を有する人材の補強や企業と
の協力強化を検討すべきである。また、材料ナノテクノロジー
プログラム内での連携についても検討する必要がある。 

ナノ粒子の挙動に関する工学の発展は、容易ではないが着
実に進められていることから、体系化の可能性は高いと判断
される。 
実用化には、ソフトウェアとして商品化することも考慮す
べきである。そのためには、データベース、ソフトウェアと
その商品化について、専門性を有する人材の活用などによる
体制強化も考慮する必要がある。 
なお、レーザー散乱測定装置の実用化には、1nmの分解能
が出るようになる必要がある。 

本体系化では、実験結果の寄せ集めではな
く、各プロセス要素の抽出、合成を行い、使え
る体系化になるよう期待したい。 
広範なナノテクノロジーの研究では、データ
ベース、シミュレータの活用は不可欠である。
これらにより、モデル材料に対して実施される
本プロジェクトの成果は一層有効なものとな
る。 
ナノテクノロジーの分野では、種々のシミュ
レーション技術の研究が行われているが、それ
らの間での連携が不足している。それゆえ、材
料ナノテクノロジープログラムとして、それら
研究を統括する活動が必要である。 
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1.9

2.4

1.9

3.0

0.0 1.0 2.0 3.0

４．実用化・事業化の見通し

３．研究開発成果

２．研究開発マネジメント

１．事業の位置付け・必要性

平均値

 
 
 

評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の目的・位置付けについて 3.0 A A A A A A A

２．研究開発マネジメントについて 1.9 B C B C A B B

３．研究開発成果について 2.4 B A B C A A A

４．実用化・事業化の見通しについて 1.9 B B C C B A B

 
（注）Ａ＝３，Ｂ＝２，Ｃ＝１，Ｄ＝０として事務局が数値に換算。 
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