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【ナノテクノロジー特集】 

 

昆虫とナノテクノロジー（世界） 
 

NEDO技術開発機構 ナノテクノロジー・材料技術開発部 
プログラムマネージャー 山口 智彦 

 
1.  テクノロジーは加速する1 

 

情報テクノロジーは 1年で 2倍に成長する － 25年後には？ 
フラットヘッド・スキャナー、OCR、シンセサイザーなど数々の発明で「20世紀の

エジソン」と呼ばれているレイ・カーツワイルは、未来予言者としても知られていま

す。1988年の予言からいくつか紹介すると：「1990年代半ばにはワールドワイドなコ
ンピュータ・ネットワークが登場する」「1998 年頃にはコンピュータがチェスの世界
チャンピオンを打ち負かす」（1997 年、ディープ・ブルーがカスパロフに勝利）等な
ど。未来技術を予測することはなかなか容易ではありません。秘訣があるならあやか

りたいものだと思うのは私だけではないでしょう。 
意外にも、カールワイツの教えは拍子抜けするほど当たり前なものでした。 
 
1) 発明にはタイミングがきわめて大切。早すぎても遅すぎてもいけない 
2) 人間の欲求に適うテクノロジーは必ず普及する 
3) 情報テクノロジーのある分野においては進化の予測が可能である 
 
3)は「ムーアの法則」のようですが、実はこれがなかなか意味深長なのです。 
カールワイツも、人間の歴史や個々人の発明、顧客の行動などの営みを予測するの

は不可能であることを認めています。けれども、ランダムに動く分子の総体としての

気体の変化が熱力学で予測できるように、未来予想が可能な技術分野があるというの

です。それは情報テクノロジーにおけるコンピュータの演算処理能力です。「情報テク

ノロジーの分野は 10年後には 1,000倍、25年後には 10億倍にも成長し、同時に機器
類も 10 年後には 100 分の 1、25 年後には 10 万分の 1 になる」「2 次元実装で成立す
るムーアの法則も 2020 年には限界を迎え 3 次元コンピューティングという新たなス
テージに移る」とカールワイツは考えています。「知ってるよ」という声が聞こえてき

そうですね。しかし問題はこの先です。 
 
 
 

                                                  
1 レイ・カーツワイル＋徳田英幸、『NHK未来への提言 レイ・カーツワイル 加速するテク
ノロジー』、日本放送協会(2007.5) 
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Quo Vadis, 情報テクノロジー？ 
情報テクノロジーは何処へ向かうのでしょうか？ 
「今後は遺伝学（バイオテクノロジー）、ナノテクノロジー、ロボット工学の３つの

領域が急成長する」とカーツワイルは予想します。情報テクノロジーの加速機構を享

受する技術が大幅な成長を遂げるのです。ナノテクノロジーについて言えば、「2020
年代には、電子機器と機械技術の多くがナノテクノロジーになる。ナノテクノロジー

によって、あらゆる物質－われわれの身体や脳も含めて－は情報テクノロジーが扱う

領域になる」と。ここで重要な点は、ナノテクノロジーは「今まさに始まりつつある」

分野であって、情報テクノロジーと結びついて初めてその真価が発揮されるのだとカ

ーツワイルが認識していることではないでしょうか。この見解を私も支持します。“ナ

ノテクノロジーは何でもあり”とはしばしば耳にすることですが、裏を返せばあらゆ

る技術につながる、まさに要となる技術だということです。いまは試行錯誤の段階で

あり、「遺伝学の革命に少し遅れを取っているが、やがて非常に強力な技術となる」も

ののように思います。 
 

ナノボットへ 

さらに、「遺伝学、ナノテクノロジー、ロボット工学が融合することでさらに新たな

テクノロジーが生まれる」とカーツワイルは続けます。それが “ナノボット“で、実
用化が見込まれるのは 2020年頃。現在同氏が最も注目している技術です。赤血球より
も小さいナノボットは、ミクロ決死圏さながら人体内で診断・治療や加齢遅延に貢献

する”医薬品”であるのみならず、「破壊されたニューロンを入れ替える」ことすらでき
るというのです。1 包中の何兆個もの薬物分子を飲み込む感覚といえばよいのでしょ
うか、何兆個ものナノボットが体内を駆け巡り、健康維持や身体・頭脳の能力向上に

資する時代が間近に控えているのかもしれません。 
もっとも、ナノボットのイメージは人によって温度差があるだろうと思われます。

医用ナノボットと最新鋭の DDS（ドラッグ・デリバリー・システム）との違いも現時
点ではよくわかりません。けれども、情報テクノロジーに支援された遺伝学とロボッ

ト工学が 25年後には効率 10億倍もしくはサイズ 10万分の 1を実現するのであれば、
明らかに質の異なる融合技術が生まれるであろうことは疑う余地もありません。もは

や一人や一グループがカバーできる領域ではありません。いきおい分野融合が促進さ

れる、総合技術の世界になります。 
ナノボットが担う機能や倫理等の問題はさておき、どうやって作るのかという問題

設定は比較的取り掛かりやすいところです。ヒントは昆虫にあるかもしれません。地

上で最も成功した生物である昆虫の仕組みを学び、ナノテクノロジーにつないでいこ

うという発想が現在国内で育まれつつあります。もちろんナノボットに直結する訳で

はありませんが、以下のような興味深い話題が含まれています。 
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2.  昆虫に学ぶナノテクノロジー 
 

Sendai Symposium on Insect Mimetics and Nano Materials 
「ファーブル昆虫記が出版されて今年で 100年。昆虫が注目されている。 
昆虫をはじめとする生物は、多様なミクロ・ナノ構造を有している。蛾の複眼表面

にあるサブマイクロメーター周期の凸凹構造（モスアイ構造）は、すぐれた無反射機

能をもたらしその夜間飛行を可能とする。また、モルフォ蝶の羽の持つ神秘な輝きは、

鱗粉が有する階層的な規則構造がもたらす回折現象による構造色であり、テフロン顔

負けの蓮の葉の撥水性は、表面の微細な凸凹構造によるものである。生物が有するミ

クロ・ナノ構造は、単純な繰り返しパターンであっても高い機能が発現されることを

示唆している。「形」がもたらす機能をナノマテリアル設計に反映しようとする動向は

世界的にも注目され始めている」（下村正嗣・東北大教授による） 
標記シンポジウムはこのような趣意のもとに開催されました。 

（主催：科学技術振興機構・戦略的創造研究推進事業、東北大学多元物質科学研究所、 
共催：ＮＴＳ出版、2007年 6月 20-21日） 
 

昆虫の視覚とナノメカニクス 

フランスのニコラス・フランチェスチーニ（Nicolas Franceschini）教授（CNRS＆
Mediterranean 大）の基調講演はまことに圧巻でした。フランチェスチーニ教授は電
子工学と制御理論を学び、生物物理、行動科学、神経サイバネティクスなどに造詣が

深く、1980年代中ごろにマルセイユでバイオロボティクスのチームを立ち上げていま
す。NEDOや理研（脳科学など）の評価委員を勤めたこともある方です。 
同教授によれば、昆虫の複眼は進化が創り出した最も美しく、最も結晶性の高い器

官であるとのこと。ハエの複眼は、高々虫ピンの頭ほどの大きさであるにも関わらず、

非常に強力な情報処理能力を有しています。複眼中の個眼 1 個の直径は 25 μm で、
そこに入った光は 7 個の光受容細胞に伝達されます。7 個のうち中央の 1 個が色を、
周囲の 6 個が光の方向を認識します。光受容細胞には光導波路のような構造があり、
光強度に応じて 100 nm サイズの色素顆粒が位置を変えてエバネッセント光を増強す
るという巧妙さには脱帽です。また、異なる色素顆粒を持つ受容細胞によって、300 nm
以上の紫外光にも感受性があるのです。  
ハエの視覚に関与しているニューロンの数は 100 万個で、階層的なニューラルネッ

トを構成しています。このわずかな数のニューロンが色、方位、距離などを認識する

様々なインテリジェント・センサーを構成し、ハエの飛翔を可能にしているのです。

ハエが飛ぶと、当然背景も変わりますが（オプティカルフロー）、このオプティカルフ

ローを検知するための特別なニューロン（motion detecting neuron）も備わっていま
す。この仕組みを模倣した電子ニューロン（重さ 0.2 ｇ）を搭載したデバイスを積ん
だマイクロヘリコプター（重さ 100 ｇ）は期待通りの自走性（飛行性能）を示すこと
が実証されました。 
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昆虫の飛行 

Hao Liu 千葉大教授は昆虫の飛行のシミュレーションについての興味深い講演を行
いました。ハチドリやスズメガ（～10 cm）＞ショウジョウバエ＞アザミウマ（～mm）
という順に個体サイズが小さくなるとレイノルズ数も小さくなるので、大きさが 2 桁
違うこれらの飛行体を統一的に扱うことのできる理論はまだ無いのだそうです。Lui
教授は昆虫の飛行を複雑系の現象と捉えているとのことでした。 
ショウジョウバエのホバリングのシミュレーションによれば、左右に馬蹄形の渦が

生じ、その真ん中に強い下降流が形成され、その反力として揚力が生じているらしい。

しかもこの揚力はプロペラ理論で予想されるよりも強いものである、という新しい知

見が紹介されました。ちなみに、軍の主導のもとに米国で進んでいる MAV(micro air 
vehicles)の大きさは 8 cm程度とのことでした。 

 
ノイズを利してシグナルを拾う 

Tateo Shimozawa・北大名誉教授はコオロギの尾にある気流センサ（wind sensor）
の巧妙な仕組みについて講演しました。コオロギは外敵の接近をこのセンサで感知す

るのだそうですが、センサは大変感度が高く、1個あたり 4x10－21  J (300 K) と熱雑
音と同レベルで働くとのこと。これではシグナルとノイズを区別できる訳がありませ

ん。しかし尾部には多数のセンサがあって、多数のセンサからの情報が集約されるこ

とにより、熱雑音のレベルを下げて肝心のシグナルを拾い出すことができるのです。 
このような現象は、確率共鳴、あるいは確率共振と呼ばれています。生物では、神

経やセンサなどの細胞は単独で機能することはごく稀で、数個～数百個のクラスター

を構成して機能している例が極めて多いのですが、それは熱雑音の中で進化を遂げて

きた生物にとっての必然であったと考えられます。熱雑音はナノテクノロジーの未来

にも同様に立ちはだかる大きな壁ですが、その壁を乗り越えるヒントはこの辺りに見

出すことができそうです。 
 

個と全体 

ほかにも昆虫の構造と材料科学に関する興味深い講演は尽きないのですが、紙面の

都合で割愛させていただいて、ここで話を元へ戻します。 
ナノボットは 3 つの技術が 2020 年頃に統合された姿ではありますが、そこに至る

道には昆虫型のマイクロロボットが分岐点として存在するだろうと思われます。マイ

クロロボットのダウンサイジングを目指すというのが自然な発想で、平行してダウン

サイジングを可能にする部材開発も求められることでしょう。 
けれども、マイクロロボットやナノボットがエネルギー消費を伴う自律的なシステ

ムであるならば、これらの個体を個別にコントロールするのはもはや不可能なので、

全体としての時間的・空間的な制御技術が求められることにもなりそうです。折しも、

今年度のノーベル化学賞はそのような学問領域に光が当てられました。 
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3.  2007年のノーベル賞から 
 

ノーベル化学賞（G.エルトル教授） 
2007 年のノーベル化学賞の単独受賞の栄誉に輝いたゲルハルト・エルトル

（Gerhardt Ertl）教授は名門フリッツ・ハーバー研究所の前・物理化学部門長で、固
体表面の反応ダイナミクスを通じて物理化学的現象における個と全体という問題を体

系化することに大きく貢献した科学者です。小柄な人ですが、エルトル教授を知る人

の間では尊敬を込めて「巨人」と呼ばれています。私も研究所を訪問した際にお会い

して握手を交わしましたが、にこやかな笑顔と柔らかな掌が印象的でした。 
白金触媒の存在下で一酸化炭素が酸素と反応し二酸化炭素になることはよく知られ

ています。エルトル教授らは一酸化炭素と酸素の白金に対する吸着エネルギーが異な

ることに着目して PEEM（photo-emission electron microscope）という観測装置を開
発し、触媒上で一酸化炭素と酸素が吸着しているサイトを十分広い領域にわたりリア

ルタイムで観測することに成功しました。吸着サイトの一つ一つが「個」で CO か O
を吸着した状態若しくは無吸着の 3 状態をとることができます。その総体としての 2
次元触媒表面に生じるパターンが「全体」に相当します。さて、観察の結果わかった

ことは、触媒表面の吸着状態は必ずしも一様でもランダムでもなく、きれいな渦巻き

パターンが成長しながら反応が進む条件があるということでした。実はこの種の酸化

反応では、時として触媒温度や生成物量が周期的に振動することが知られていて、触

媒表面ではこのようなパターンが生じている可能性が指摘されていたのです。それを

見事な実験で証明し、そのメカニズムを解明することにも成功したのでした。 
 

散逸構造とゆらぎ 

反応を伴いながら形成される渦巻きパターンや周期的な振動現象は、広く散逸構造

と呼ばれています。エネルギーや物質の絶え間ない流れの下で自己組織化される秩序

構造のことです。散逸構造という名称は非平衡熱力学を深く研究したイリヤ・プリゴ

ジン（Ilya Prigogine）教授が提唱したもので、同氏も 1977年に散逸構造理論でノー
ベル化学賞を受賞しています。そういえば、危うくはち合わせしそうになったプリゴ

ジンもまた小さな巨人でありました。 
螺旋パターンは、時間的な周期性が空間に拡張された同心円パターンの対称性が破

れたものと考えられます。プリゴジンの理論をサポートした事例の一つに、BZ反応と
呼ばれる溶液反応があります。この反応の発見は 1950年代に遡ります。均一溶液中に
おいても、密度ゆらぎが核となってパターンが成長するのです。心臓や脳の電位も同

様の螺旋パターンとして組織内を伝わる場合がありますが、これらはいずれも病的な

ケースです。 
散逸構造の研究は、自己組織化という非平衡熱力学の観点から、あるいはパターン

形成という材料科学的な観点から、あるいは非線形ダイナミクスという数理的な観点

から、学際的に展開されています。特に、数理的な視点が加わると、サイズを超えた
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議論が可能になるので様々な知見を統合的に活用できることにもなります。今後、日

亜欧米の熾烈な技術開発競争を制するのは、数学者をいち早く取り込んだものかもし

れません。 
加えて、これからのナノテクノロジーには、ゆらぎの影響を一層意識する姿勢も求

められるでしょう。すでに、密度ゆらぎが引き金となってパターンが成長する、ある

いは熱ゆらぎの存在がシグナルの検出感度を上げるという事例を紹介しましたが、大

きなエネルギーを費やして信頼性を求めるか、さもなければゆらぎを巧みに手なずけ

て積極的に利用する技を磨いてゆくしかありません。 
 

ノーベル平和賞（アル・ゴア氏） 

最後に、アル・ゴア氏のことに触れて本稿を終わりたいと思います。受賞理由は地

球温暖化対策への啓蒙活動ではありますが、ゴア氏はクリントン政権の副大統領とし

て、スーパーハイウエィ構想によるインターネットの急速な普及や、2000年に始まる
ナノテクノロジー国家戦略などの科学政策に大きく貢献したことでも知られています。

地球温暖化対策は化石燃料の使用を極力抑えることに尽きるのですが、地球全体で見

ると太陽光として降り注ぐエネルギーが圧倒的に大きく、化石燃料の使用量はその

1/20,000、地熱の寄与は 1/6,000にすぎないと言われています。太陽エネルギー変換と
燃料電池が地球規模で実現すれば、温暖化の問題も解消することでしょう。これらが

ナノテクノロジーの直近の実用開発課題と期待されているのも、むべなるかなと思う

次第です。 
 

 


