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【産業技術】 ナノテク  
 

ナノ製造：ナノテクノロジーの見込みの実現（米国） 
－第 1回－ 
 

米国の将来の 3つの重要な先端技術製造領域である、「水素エネルギー技術」、「ナノ製造」
および「知能統合化製造」についての研究開発優先順位を識別し記述した報告書「未来を作る：

製造の研究開発に関する連邦政府の優先事項」が新しく報告された。この報告書は、全米科学

技術評議会(NSTC：National Science and Technology Council)技術小委員会の「製造の研究
開発」に関する省庁間作業グループ(IWG：Interagency Working Group)によって作成された。 

 
NEDO海外レポートでは本報告書について、本号と次号の 2回に分けて連載する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ナノテクノロジーは、将来の経済成長の重要な駆動力であり、航空宇宙やエネルギーか

ら健康管理および農業までのすべての産業に潜在的に影響する、と予測される。ナノ製造

は、ナノスケール(およそ 1～100ナノメートル１)での設計から、そのユニークな特性が派
生するナノスケール構成要素による、材料、構造、装置およびシステムの工業規模生産を

包含する。ナノ材料が信頼性を持って手頃に大量生産されるためには、科学者とエンジニ

アは、装置や構造をできるだけ小さな寸法へ小型化するトップダウン処理、および、小さ

な構築ブロックの使用により基礎からナノ構造およびナノ装置を構築するボトムアップア

プローチの開発に関連する困難さを克服しなければならない。 
 
1. 定義と範囲 
 

全米科学技術評議会(NSTC)の省庁間作業グループ(IWG：Interagency Working Group)
は、ナノ製造を、ナノスケールで見られる特質を利用する生産物やシステムを実現する目

的で、ナノスケールの要素や機能を、設計、生産、制御、修正、操作、組み立てるための、

具体的なアプローチを集合的に支援するすべての製造活動として定義している。 
ナノテクノロジーは、およそ 1～100 ナノメートルの長さの材料についての理解や制御

                                                 
１ 10億分の 1メートル 

目次 

1. 定義と範囲 

2. 米国連邦政府の研究開発と調整活動 

3. IWG の調整活動 

－以上本号－ 

－以下次号－ 

4. 研究課題と機会 

5. IWG への提案と次段階 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1023,  2008.6.4 

 73

と関係する科学、工学および技術である。ナノスケール材料の斬新な特性は、実質的にす

べての産業界に影響を与え、また同時に、国家の健康、安全性および資産を向上させる広

範囲の生産物に対して大きな革新の見込みを提示する。 
ナノ製造は、国家がナノテクノロジーの利益を実現する手段である。この利益は、航空

宇宙、自動車、通信、エネルギー、環境復旧、情報、医学、医薬品そして電力を含む広範

囲の産業での生産物の性能向上を通して生じる。同時に、実際的な製造法の開発を通した

ナノテクノロジーの見込みの実現は、いまだ想像できない産業や生産物へと導くであろう。 
 
1.1基礎研究 
将来のナノ製造企業は、知識と材料を社会にとって価値ある生産物とシステムに変える。

しかしながら、商業化が達成可能になる前に、重要な科学技術の課題に取り組まなければ

ならない。その知識を入手し、また生産物やシステムへ変換をするために必要とされるプ

ロセスやツールを開発するための研究が要求される。収益性の目標設定には、ナノ製造企

業、そのプロセス、システムおよび供給や流通網と同様に、製品の性能とライフサイクル

の予測可能性が必要である。 
ナノ製造は、素晴らしい先端技術領域として広く認められている。この領域では、米国

の製造業は、多くの根本的に新しい材料、プロセスおよび生産物への準備をするに際し、

国際的な指導的役割をする機会を持っている。ナノテクノロジーは、国家の長期にわたる

製造競争力を保持する多くの機会を提供する。 
 
1.2 ナノ製造用ツール 
ナノ粒子、ナノチューブ、フラーレン、ナノ構造化材料、ナノ複合材料などのナノスケ

ール要素に関する現在の材料研究は、プロセスやツールの開発に関して同時並行の製造研

究の取り組みを必要とする。ナノ製造研究への 1つのアプローチは、概念を生み出すこと
を助け、そして産業を開発する基礎となるツール作成を支援するために、走査型トンネル

顕微鏡や原子間力顕微鏡のような今日のナノ科学ツールを使用することである。別のアプ

ローチは、ナノスケールで感知し操作するための新しいアプローチを使用するナノ製造に

特有のツールを設計することである。 
 
1.3 技術を越える社会問題 
ナノスケールのプロセスおよび材料についての理解の進歩は、広範囲の社会が関係する

新技術へと結びつくであろう。この意味合いは、ナノスケール科学技術に焦点を置いた研

究開発の取り組みと平行して考慮されるべきである： 
－ 新しいナノ製造企業はどのように見えるか。また、どんなステップがそれらを作り出
すために必要か。どのような新産業が現れるか。 

－ これらの新しいプロセス、システムおよび産業は、我々の現在の産業基盤にどのよう
な影響を持つか。 

－ 技術的に洗練された労働力に必要な技術セットおよび教育のための対応社会基盤は何か。 
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－ 典型的なナノ製造企業の規模はどのくらいか。また、そのような企業はどのように広
がるか。 

－ 生産物は、大量で低価格か、それとも少量で高価格か、又はその混合か? そして、新
しい産業は変化する力があるか。 

－ ナノテクノロジーとナノ製造の潜在的な環境への関与とは何か。また、それらの関わ
り合いはどのように投資に影響するか。 

－ 新しい産業の潜在的な創造とともに、経済、健康、安全性、国家安全保障および持続
可能性の問題については、何を予測するべきであるか、また、それらの問題を取り扱

うために、どのような未然防止策を取らなければならないか。 
－ そして、最終的に、新しい産業を創造する利益とは何か。また、予期される利益はど
のように最適化することができるか。 

 
2. 米国連邦政府の研究開発と調整活動 
 

IWGは、ナノテクノロジーの問題および機会に関係する幅広い範囲の既存ならびに展開
中の連邦政府研究プロジェクト内で、特に製造技術への集中を維持し支援することを目標

としている。これらの連邦政府の活動は、ナノ材料、ナノ構造、ナノ装置やナノシステム

の拡張性、信頼性、コスト効率的な設計・製造を可能にすることを目指している。これら

の取り組みの多くは機関特定ニーズに合致することに集中してきた。しかしながら IWG
は、2001年の設立以来、米国家ナノテクノロジーイニシアティブ(NNI)のもとに、全米ナ
ノテクノロジー調整局(NNCO：National Nanotechnology Coordinating Office)の管理と
技術的支援と共に、NSTC のナノスケール科学、工学および技術小委員会(NSET：
Nanoscale Science, Engineering, and Technology)によって先導されて、これらの活動を
調整する取り組みを強力に行ってきた。NNIの目標は、社会へ向けてナノテクノロジーの
全潜在能力を実現することを目指した、世界一流の研究開発プログラムを維持することで

ある。IWGは、NSET小委員会のもとにその取り組みを調整している。 
 
2.1 NNIのナノ製造取り組み 

NNIの主要な機能は、ナノテクノロジー研究開発に関係する連邦政府研究開発投資に優
先順位をつけることである。そのプロセスの初期段階は、NNIの目標遂行に重要な投資の
主要領域について記述するプログラムコンポーネント領域(PCA：Program Component 
Areas)を定義することであった。 
 

NNIナノ製造プログラムコンポーネント領域(PCA)の焦点 
 
ナノ製造研究開発は、ナノスケールの材料、構造、デバイスならびにシステムの、拡張

性があり、信頼性のある、費用効果の高い製造を可能にすることを目指している。これは、

超微小化する「トップダウン」プロセス、および、次第に複雑化する「ボトムアップ」プ

ロセス、あるいは自己組み立てプロセス、の研究開発と統合を含んでいる。 
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－ NNIウェブサイト http://nano.govより 
ナノ製造は、物質を、－ バルク形体から、あるいは個々の原子、分子および超分子構
造から－、希望する特性や性能特性を持ったナノスケール材料あるいはナノ構造化材料、

デバイスあるいはシステムへ、典型的に多量に、再現性を持って変形する能力を持つすべ

ての手段に取り組むことからなる。 － 大統領 2007年度予算への NNI補遺より 
 
NNI支援ナノ製造研究開発活動は、大統領のNNI予算要求の年刊補遺と、そして、特に
ナノ製造に注目した「ナノスケール製造」と題する 2007年NNI報告書で報告されている 2。 
 
ナノ製造に関連した研究開発の連邦政府資金提供を要求した NNI 機関は、米保健社会
福祉省/国立衛生研究所(DHHS/NIH)、米商務省/国立標準技術研究所(DOC/NIST)、国防総
省(DOD)、米航空宇宙局(NASA)、全米科学財団(NSF)および農務省(USDA)である。ナノ
製造に関心を持つ他の NNI機関には、米国エネルギー省(DOE)、米運輸省(DOT)および環
境保護庁(EPA)などがある。 
ナノ製造 PCAと関係するこれらの省庁の戦略的研究開発の優先順位は 2006年度、2007

年度および 2008年度の大統領の NNI予算要求への補遺に示されている： 
 
－ ナノスケールで物質をコントロールするための、自己集合、指示自己集合、プログラム
自己集合、生物学的駆動自己集合ならびに走査プローブ基盤技術の使用についての研

究(生物示唆プロセスおよび技術を含む)、また、より大きな応用構造へ製造ナノスケー
ル生産物を統合する方法の研究、 

－ 追跡計測学に基づいたナノスケール製造のプロセス制御および品質管理の開発、 
－ ナノ製造プロセスの拡張性および再現性のような競争以前のナノ製造問題についての
研究開発、 

－既存の連邦機関やプログラムならびに製造に興味を持つ省庁間の共同取り組みによる、

ナノ製造研究に注目した 1つ以上のセンターの設立、 
－雇用や他の経済的利益を提供して米国製造基盤を向上させるための、連邦政府の他期間

の取り組みとの調整、 
－ 連邦政府プログラムを強化するために、エレクトロニクス、化学および他の産業からの
アドバイスを求めて利用する取り組み、 

－ 無毒な成分の組込み、より少ないエネルギー、水および他の資源を使用する製造プロセ
スの開発 

 
ナノ製造に注目した研究センターの設立と同様に計測学と計測機器の研究開発に基い

                                                 
2 全米科学技術協議会(NSTC) 技術、ナノスケ－ル科学、工学および技術小委員会(NSET)の委員会． 
関 連 資 料 は 、 以 下 の NNI ウ ェ ブ サ イ ト 出 版 物 の ペ － ジ で 探 せ る 。
http://nano.gov/html/res/pubs.html 
「ナノスケ－ル製造"Manufacturing at the Nanoscale"」は以下から入手可能である。 

www.nano.gov/ NNI_Manufacturing_at_the_Nanoscale.pdf 
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た製造プロセスと品質管理の開発に関係する、NNI ナノ製造優先領域の 2 つは、IWG に
とり特別に興味のある領域であり、以下に詳述する。 
 
2.2 計測学と計測機器の研究開発 
計測機器と計測学は製造の重要な側面であり、また、ナノ製造研究開発社会が計測機器

および計測学社会で緊密に作業することが重要である。ナノテクノロジーのための計測機

器研究、計測学および標準は、また NNIの PCAである。この PCAは、材料、構造、デ
バイスおよびシステムの特性評価、測定、合成および設計のための次世代計測といった領

域があり、ナノテクノロジー研究および商業化を進めるために必要とされるツールに関連

する研究開発を促進するように意図されている。NNIの「計測機器、計測学および標準」
PCAの中には、用語、材料、特性評価と試験および製造のための標準を含む研究開発なら
びに標準開発に関係する他の活動がを含まれている。 
 

2004年1月に開催されたNNI計測機器と計測学グランドチャレンジワークショップは、
ナノ製造セッションを含めるようにスケジュールされた 3。また、2006年 10月に、IWG
は、NIST、全米科学財団および海軍研究局によって主催された「ナノテクノロジーのた
めの計測機器、計測学および標準」に特に焦点を置いた会議を計画した。これらおよび他

のワークショップにおいて、特に標準の設立に関して、また研究開発の成功裡の商業化支

援へ、ナノテクノロジー計測基盤設備開発のための強い省庁間の支援があることは明らか

であった。IWGは、ナノ製造に関連するニーズおよび問題をさらに明確に表現することに
より、この領域の NNI基盤研究に基礎を置くことを計画している。これらの IWG計画の
詳細は、次回の提言の章に含まれている。 
 
2.3 基盤設備：センターと利用者施設 

NNIは、最先端技術の高価な計測機器をすべての研究者に利用可能とする利用者施設を
設立する必要性を認識している。さらに、ナノ製造用を含む大規模で学際的な研究の支援

のために、NNIは多くの研究センターに資金提供をしてきている。設立された基盤設備は
地理的に分散され、利用者施設の場合には、広範囲の研究社会からの利用が可能である。

IWG機関のナノ製造関連研究センターと利用者施設活動を、以下に記述する。 
 

NIST ナノスケール科学技術センター(CNST) 
NISTで展開中の CNSTは、連邦政府や産業界が必要とする広範囲のナノスケール測定
と計測機器の推進に取り組むことを目指している。CNSTは、ナノテクノロジーを組み込
んだ生産物の製造を可能にするという主な目標を持っている。発見から生産までのナノテ

クノロジーの全ての開発段階を支援するために欠くことのできない測定法、計測機器およ

                                                 
3 NSET小委員会、NSTC技術委員会、「計測機器とナノテクノロジ－計測学：NNIワ－クショッ
プ報告書(2004年 1月)」は、全米ナノテクノロジ－調整局から、あるいは http://www.nano.govか
らダウンロ－ドによって利用可能。 
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び標準を提供するために、CNSTは、産業界、学界および他の政府機関と緊密に連携する。
ナノスケールの測定とプロセスに関する CNSTの集中的な取り組みにより、このセンター
は全米のナノテクノロジー基盤設備の重要な拠点となった。 
 

CNSTは、NISTの先端計測研究所(AML)で運営されている。AMLは世界で技術的に最
も進んだビルディングの 1つであり、ナノスケール生産物の実現に重要な標準と測定に関
して、産業界のニーズに効率的に対応するのに必要な環境を NISTの研究者に提供してい
る。この AML は、厳密な温度・湿度の調節、振動防止、高い空気清浄性および高品質の
電力を研究者とエンジニアに提供することを可能にしている。NIST の研究者とエンジニ
アは、研究所成果が実用化レベルに進むことを可能にするツールおよび方法を開発する。 
 

DOE ナノスケール科学研究センター(NSRC) 
DOEの国立研究所で運営されている NSRCは、材料化学、材料挙動および材料性能を
理解する際の問題に取り組む。ここでは世界のトップレベルの特性評価機器と合成能力を

結びつけたユニークな機会が提供される。NSRCは全米利用者施設として運営されている。
この設備には、最先端計算施設と結びついた最新の原子モデル化に関連する多くの領域の

主要なグループがある。例えば、試験用の標準化チップセット、あるいは、再現可能で比

較可能な材料堆積やパタン化プロトコルから構成されている、これらのセンターのナノ製

造開発の技術プラットホームの可能性は、多くの分野のナノ製造に関する比較と競争前段

階の研究の機会を提供する。これらの施設の場所は、科学工学機関が産業界と結びつくに

当たって地理的に分散した可能性を提供し、プロセス研究、プロセス設計およびプロセス

モデル化での難問を解決するのを支援する。 
 
全米科学財団 全米ナノ製造ネットワーク(NNN) 
この全米ナノ製造ネットワークは、ナノ製造研究、教育および開発分野での協力を促進

し、情報を普及する共同推進体としてのオープンアクセス・ネットワークである。このネ

ットワークは、米国のナノ製造の新しいアプローチを進展させる触媒として設計されてい

る。 NNNには、NNIの一部として、全米科学財団によるマサチューセッツ大学への助成
金が提供されている。NNNは、学術界、産業界および政府機関から、ナノ製造センター、
プロジェクトおよび専門家をつなげるネットワークである。NNN には、専門知識と技術
のネットワーク、現存するナノ製造方法に関するワークショップ、ナノ製造の教育の機会

およびウェブ基盤ナノ製造情報交換センターなどの計画がある。NNN ナノ製造情報交換
センターは、ナノ製造センター、専門家と資源、ナノ製造プロセス、ナノ構造化材料、成

功事例、イベントに関する情報およびナノ製造研究情報データベースを提供する。NNN
は、全米科学財団(NSF)、米国立標準技術研究所(NIST)、国防総省、エネルギー省、国立
衛生研究所(NIH)、米国立労働安全衛生研究所(NIOSH)および他の多くの機関の利害関係
者によって資金提供され調整されている。 
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全米科学財団 ナノスケール科学技術センター(NSEC) 
全米科学財団の NSECは、個人あるいは小グループの研究者が自分自身で取り組むには

複雑すぎる多面的な状況を取り扱う。このセンター（複数）は、複雑で学際的な問題に取

り組むために、他の民間や公共部門の組織と協力して、多様な専門技術を持った研究者を

集める。センターは、内部活動と様々な協力活動の両方により研究と教育を統合する。各々

の NSECは、一つの基盤機関による場合であれ、多くの機関横断的な組織である場合であ
れ、包括的な研究や教育のテーマ、よく統合された計画および明解で効果的な管理計画を

持っている。NSECは全体として、探索的研究から発見に注目し、技術革新への範囲に及
び、工学、数学とコンピューターサイエンス、物理、生物、環境、社会そして行動の科学

ならびに人文科学分野のような専門分野の広いスペクトルを含んでいる。 
 
各々の NSECミッションの重要要素は、米国および世界でのナノ製造技術を進めるため

に、教育関係者、科学者、エンジニアおよび技術者からなる多様な米国の労働力を開発す

ることである。これらのセンターの教育プログラムは、革新的で多様な労働力を開発する

ことを目指し、大学進学前訓練を進め、各センターの研究課題と関係する社会の関わり合

いに取り組むこと、また科学技術についての国民の理解を進めることである。これは、セ

ンターに関連する学生の構成員の多様性を増加させることに向けた広範囲の人的資源開発

活動を含み、K-124 および大学生レベルに教育の機会を提供し、大学院学生にこの新興分

野のユニークな研究や教職の経験を提供する。個々の NSECの範囲や専門性は、変化して
いるが、この先に横たわる困難な問題に向かい合うためのユニークで強力な社会基盤を提

供する。ナノスケール製造に関して設立された全米科学財団の NSECは、工学理事会によ
って運営されている。さらに、全米科学財団は、マサチューセッツ大学アマースト校によ

って先導される全米ナノ製造ネットワーク(NNN)を最近設立した。NNN は国防総省と

NISTのナノ製造プログラムの下で資金提供された研究者と協力を行う。 
 
全米科学財団ナノ製造 NSECは、研究所の科学技術を素晴らしい新しい応用へ、また産
業へと転換するために、基礎科学とナノ製造の技術を組合せた新しい生産パラダイムの展

望を持つ。これらのセンターは、製作性、拡張性および信頼性に重きをおいた強いシステ

ム集中によって運営され、またコスト効率の良いナノ製造を可能にする次世代のナノツー

ルおよびシステムの創造に注目する。それぞれのセンターは、さらに製造の研究と教育の

統合により学際的な科学技術の新しい教育基盤を構築しなければならない。ナノ製造セン

ターと他の NSECとの提携や協力を通じて、これらの共通要素は、ナノテクノロジー社会
全体を強化し、かつ、ナノテクノロジーによって可能になる思いもよらない機能を持った

生産物を可能にする役目をする。 
 
以下に、4個所のナノスケール科学技術センター(NSEC)のナノ製造の目標と焦点の概要を
示す。 
                                                 
4 K-12とは、幼稚園から高校卒業までの 13年間（無料）の教育期間の総称を指す。（Kは
kindergarden – 幼稚園 – の K） 
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①  UCLA 拡張可能統合ナノ製造センター (SINAM：Scalable and Integrated 
NanoManufacturing)： UCLAの SINAMは、20nm未満のナノデバイスの製造、
3Dの複雑なナノ構造の組み立ておよび異種混合の多重機能性の統合のような、いく
つかの重要な課題に取り組んでいる。SINAMは、高次構造やデバイスへの異種混合
ナノスケール要素の大量の並列集積化を達成するために重要な1～50nmの分解能や
ハイブリッド・トップダウンおよびボトムアップ技術を目指して、プラズモン画像リ

ソグラフィーおよび超成型インプリントリソグラフィーを含んで、多くの新しいナノ

製造技術を統合する新しい生産パラダイムを展開させるという目標を設定している。

SINAM で開発された新しい製造技術は、コンピュータ、遠隔通信、フォトニクス、

バイオテクノロジーおよび医療応用への道筋を開く。SINAMは、UCLA、UCバー
クレー校、スタンフォード大学、UCサンディエゴ校、ノースカロライナ大学および
ヒューレット・パッカード研究所の 6 つの機関の科学者およびエンジニアから構成
されている。 

 
② イリノイ大学アーバナ・シャンペン校ナノスケール化学－電気－機械製造システムセ
ンタ－ (Nano－CEMMS：Nanoscale Chemical－Electrical－Mechanical  

Manufacturing Systems)： Nano－CEMMSの研究計画の目標は、超高密度で複雑な
ナノ構造を作り上げることが可能で、商業ベースにのった製造技術および科学基盤を

作ることである。この目標を達成するために、センターは、多数の材料からナノ構造

を作るために、信頼でき、強健で、コスト効率の良いナノ製造システムを開発するこ

とを計画する。このセンターは、マイクロ/ナノ流体ドリル、ナノスケール検知器と
アプローチおよび製造システムの開発に関する研究をしている。それらの開発は、コ

ンビナトリアル・ケミストリー（組合せ化学）、化学/生物センサーおよびエレクトロ
ニクス装置の領域に集中する一連の応用によって誘導される。Nano－CEMMSセン
ターのメンバーは、イリノイ大学、カリフォルニア工科大学およびノースカロライナ

農業・技術州立大学の 3つの機関の科学者およびエンジニアを含む。 
 
③ ノースイースタン大学 高速ナノ製造センター：このセンターの目標は、製品への
ナノ要素の大量、高速、統合組み立てを支援する領域の研究を実施する。センターは、

この目標を追求して、大量、室温、均一なナノチューブ合成、フラーレンナノワイヤ

ーの製作、 そして、ナノ要素の誘導自己集合用および高速パタン化ポリマー混合用
のナノ鋳型、のような斬新な科学を導入する。この取り組みは、さらにナノ要素の位

置、配向および相互接続性を制御することを含んでいる。このセンターのメンバーは、

ノースイースタン大学、マサチューセッツ大学ローウェル校、ニューハンプシャー大

学、ミシガン州立大学およびボストン科学館を含んでいる。 
 
④  マサチューセッツ大学アマースト校  階層製造センター (CHM：Center for 
Hierarchical Manufacturing)： CHMのミッションは、ナノテクノロジーにおける
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主要な研究を実施し、研究所革新から製造可能な部品やデバイスまで、新しい進歩の

展開を促進することである。階層製造は、所定サイズ、形態および組成の機能性ナノ

構造を作り上げて、その後、ナノ構造をデバイス要素へ統合し、最後にその構成要素

をシステムと生産物へ統合する、逐次処理のことである。CHMの研究焦点は、ツー
ルとプロセス開発の両方を含んでいる。また、その研究ポートフォリオは、6つの実
現技術領域を含む。(1)ブロック共重合体の大面積の規則配列、(2)新しい材料のイン
プリントリソグラフィー、(3)安定した 3D ナノ多孔質構造、(4)ブロック共重合体再
生医療足場、(5)機能性表面、粒子およびデバイス層、そして、(6)ナノスケールデバ
イス設計。CHM は、IWG マサチューセッツの最重要公共研究大学における、ナノ
テクノロジー研究の 10年間にわたる投資と成果の最新例である。マサチューセッツ
大学アマースト校の 8部門の 50を越える学部が、MassNanoTech研究所キャンパス
全体に渡るイニシアティブによって統合されて、ナノテクノロジーについての研究を

行う。 
 
3. IWGの調整活動 

IWG のナノ製造への取り組みは、NNI の下に組織された継続的なナノ製造活動を補完
している。IWGは、他の連邦機関の製造プログラムのナノ製造活動と提携し、ナノ製造の
共同プログラム計画フォーラムとして機能している。IWGはまた、企業レベル製造研究お
よび多くの製造業に共通な他の先進的開発専門技術を利用している。この専門技術は、サ

プライ・チェーンから統合生産物を設計する方法とツール、ナノスケール生産物の生産性

および予測性を確実にするインフラストラクチャー、およびナノ製造プロセスと企業の生

産性にまでに及ぶ。 
 

NNI の年間予算付属書に報告されている活動に加えて、IWG はナノ製造に関連する研
究開発活動に関して 2004年の形成直後からメンバー機関からの情報を収集している。 
これらの出所からの情報を表 1で要約する。 

 
 
表 1：連邦ナノ製造研究開発取り組み概要(省庁、応用分野別) 

IWG機関 基盤応用 生産物/プロセスに特有の応用 

 
DHHS 
米保健社会福祉省 
 

－ 環境安全性および健康 

－ ナノ粒子の物理的特性評価および生

体外分析 

－ 予測のための情報科学ツール 

－ 生物物理的特性と相互作用、データ共

有の促進 

－ 労働力教育と訓練 

－ ナノスケール診断・治療装置 
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DOC/NIST 
米商務省/国立標準
技術研究所 
 

－ 国家安全保障および環境保護のよう

なミッションの促進にナノテクノロジ

ーを開発する連邦機関の取り組み、な

らびに、ナノテクノロジー基盤生産物

の民間産業の開発の両方に重要な測

定、標準およびデータ 

－ 発見から生産まで、ナノテクノロジー

開発の段階すべてを支援するために、

不可欠な測定法、計測および標準を提

供することにより、科学と産業に可能

性をもたらす。 

 

DOD 
米国防総省 
 

 － 国防用装置、システムおよび材

料のためのナノ構造 

－ 材料表面処理と被膜 

DOE 
米国エネルギー省 

－ ナノ材料の基礎研究：合成と特性評価

 

－ 製造技術プラットホーム開発の

可能性 

DOL 
米国労働省 

－ 労働力訓練と教育  

DOT 
米運輸省 
 

 － 向上した輸送社会基盤(道路、橋、

パイプラインなど)に使用するナノ

材料 

 
ED 
米教育省 
 

－ 雇用者および中等教育修了後教育認

証カリキュラム基準に沿った職業意

識と準備進路 

－ 学生に製造と科学、技術、工学、数学

の職業クラスターの職業準備をさせ

るために、厳格な学習プログラムを提

供する職業進路。 

 

 
EPA 
米環境保護庁 
 

－ 生態系と人間の安全性および健康評

価 

－ ライフサイクル評価 

 

－ 環境の処置、復旧および感知のた

めのナノ装置 

－ 有毒物質代替としてのナノ材料 

－ ナノテクノロジーにより実現され

るライフサイクル材料とエネルギ

ー効率 

NASA 
米航空宇宙局 

 － 宇宙探査用の小型センサー 

－ 軽量で高性能な多機能の構造 

NSF 
全米科学財団 

－ 高速生産とナノ製造の信頼性、頑健

性、収量、効率ならびにコスト効果へ
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 の障害についての研究 

－ 労働力訓練および教育 

 
USDA 
米農務省 
 

－ 材料と装置の生物基盤ナノスケール

製造 

－ 農業と食物システム関連のナノバイ

オテクノロジーの大学レベル教育 

－ 食物病原菌および毒素のナノス

ケール検出 

－ 食品安全性関与の機能性ナノ粒

子 

－ 食品中の栄養補助食品のナノス

ケールデリバリー 

IWGの連邦政府ナノ製造研究開発 2004－2005の簡潔な説明は、機関ニーズに特有のプ
ロセスや生産物応用ならびに基盤設備応用に注目して、メンバー機関はそれぞれのミッシ

ョンに沿った種々様々の活動を実施していることを示す。機関の研究取り組みの中には以

下に示すようなナノ製造の問題に挑戦するツール、プロセスおよび研究がある。 
 
－ ナノ要素あるいはナノスケール構築ブロックの合成と処理(ナノチューブ、ナノ粒子、
ナノファイバーおよび量子ドット) 

－ ナノエレクトロニクス用のナノ複合材料および原子層堆積中のナノチューブ分散 
－ ポリマーや生物分子システムのパターン化と鋳型 
－ 2D、3D構造および装置の指示組み立て 
－ ナノスケール分解位置決め、画像化および測定 
－ ナノ、マイクロ、メソそしてマクロスケールでの物質とエネルギーの相互作用および製
造プロセスのモデル化とシミュレーション 

 
出典：「未来を作る：製造の研究開発に関する連邦政府の優先事項」報告書 

Manufacturing the Future Federal Priorities for Manufacturing R&D： 
Report of the Interagency Working Group on Manufacturing R&D Committee on Technology, 
National Science and Technology Council 
http://www.manufacturing.gov/pdf/NSTCIWGMFGRD_March2008_Report.pdf, pp31－43 
 

 
参考：「将来の製造に関する 3つの重要な研究開発優先事項識別報告書・概要(米国)」 
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1020/1020-14.pdf 


