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【産業技術】 ナノテクノロジー  

 
ナノ製造：ナノテクノロジーの見込みの実現・その 2（米国） 

 
米国の将来の 3 つの重要な最先端技術の製造領域である、「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)によって作成されている。 
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、と予測されている。NEDO海
外レポートでは本報告書について、前号と今号の 2回に分けて「ナノ製造」を連載している。 

 
目次 
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4. 研究課題と機会 
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4. 研究課題と機会 
 
ナノ製造の研究開発は、科学技術の知識を統合し、質の高いナノ材料を確保し、分子

スケール要素の組み立てを制御し、新しい設計方法およびツールを利用して、ナノ、マ

イクロ及びマクロ規模の生産物へナノスケール要素を予測通りに組み込むための、新し

いプロセスおよびシステムを開発することである。 
 

4.1 予測される研究開発世代 
ナノスケールの系統的な制御と製造は、ナノスケール構築ブロックで開始され、次に

複雑な不均一系に展開するオーバラップした 4つの世代の新しいナノテクノロジー生産
物の形式に展開する構想が描かれている。1 それぞれの予測される生産物世代は、さら
なる革新へのナノテクノロジー基盤を提供し、複雑性と機能性が増加する生産物の連続

                                                 
1 M.C. Roco, "Nanoscale science and engineering: "Unifying and transforming tools"「ナノスケール科学
技術：統一と変換のツール」, AIChE Journal, Vol. 50, No. 5, May 2004, 890-897. 
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した世代に結びつく： 
－ 第 1世代 (開始  ～2000年)： 
ナノ構造化コーティング、ナノ粒子、ナノ粒子分散、ナノ複合材料、そしてバル

クナノ構造化材料によって例証される受動ナノ構造 －金属、ポリマー、セラミ
ックスで作られたナノ構造やバイオ構築ブロックなど。 

－ 第 2世代 (開始 ～2005年)： 
トランジスター、増幅器、標的薬剤や化学薬品、生物・非生物センサー、アクチ

ュエーターおよび適応構造によって例証される能動的ナノ構造。 
－ 第 3世代 (開始 ～2010年)： 

3次元ナノシステム、およびバイオ組立、ナノスケール・ネットワークおよび多
重スケール構造のような様々な合成および組立技術を使用するナノシステムに

よるシステム。 
－ 第 4世代 (開始 ～2015年)： 
設計分子ナノシステムおよび異種混合分子ナノシステムによる材料、ナノシステ

ムの分子がそれぞれ特定構造を持ち、異なる役割を果たす。分子が装置として使

用され、それらの工学的構造およびアーキテクチャから基本的に新しい機能が出

現する。基本的発見からナノテクノロジー応用までの道は、最近のナノテクノロ

ジー開発で約 10～12 年かかる。統合 3D、異種混合装置、構造、および、設計
材料や分子ナノシステムを含んでいるシステムの探索的研究をすぐに開始すべ

きである。 
 
主として 3 次元構造に適用される広く適用可能なプロセスに重きを置くべきである。

これらの 4世代の生産物タイプの各々に、大量製造や予測可能なナノ製造への技術的な
障害がある。いくつかの製造知識は、既存の製造業から出てくるかもしれないが、将来

の製造パラダイムの多くは、特に生産物タイプの第 3、第 4 世代に関して、新しい科学
や工学の知識を必要とする。 
 

4.2 研究開発集中技術領域 
研究開発の集中技術領域は、「トップダウン」そして「ボトムアップ」の斬新なナノ製

造方法を含んでいる。前者は、既存の方法の改良により、さらなる縮小あるいは微小化

を必要としている。半導体産業によって製造されたトランジスターの寸法縮小(そして、
密度増加)が、一つの例である。ナノ製造研究開発は、さらに、複雑な構造を原子毎の制
御で構築する技術とプロセスを必要としている。そのような機械基盤ナノシステムでの、

ナノスケールの歯車、ギヤーおよびベアリングは、細胞生物学において典型的である精

巧なナノスケール機械を模倣して、ナノスケールロボット工場、プローブおよび車輌を

作るために統合される。 
 
このアプローチは、我々の筋肉を構築するものと恐らく相似な分子モーターを、そして、
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それが化学エネルギーを同様に高い効率で力学的エネルギーに変換出来ることを含んでいる。 
 
多数の NNI ワークショップが、ナノ製造の重要な必要性を識別するために開催され

ている。表 2は、必要な 3つの概括的領域、および様々な機関ミッションと国家および
産業の必要性に合致する研究開発課題のいくつかを概括している。 
 
表 2：ナノ製造の集中領域と研究開発課題 

 
これらの集中領域の最初の 2つの重要な研究開発課題は、以下で議論される。表 2で示
される最後のカテゴリーは、3 つの IWG 優先順位項目をすべて超越し、この報告書の別
の章で議論される。これらの社会的問題に確実にかつ率先して取り組むことは、ナノ製造

と関係するあらゆる研究開発努力の長期的な成功に不可欠になる、と IWGは考えている。 
 

4.2.1 基盤整備と協力 
研究開発のための強力な物理的社会基盤とコンピュータ・ネットワークは革新のため

の重要な要件である。ツールおよび最先端技術機器、学際的研究所、標準化法、基準デ

ータおよび較正標準のような設備は、新しい発見や市場の製品への発見の移行を促進し

可能とする。そのような資産の使用は、将来のツールの開発を可能にし、次には商業生

産物へ進行中の技術的発見や革新を移行させるメーカーの能力を促進する。これは、生

産量のコスト効率的な拡張の重要な要素であり、商業ベースにのった方法での試作品製

作から市場に適したロットサイズまでに及ぶ。研究所から市場への革新過程には、政府、

学術界および産業界が含まれる。 

集中領域 ナノ製造の研究開発課題 
基盤整備支援と協力 
 

－ 共用資源や設備からの結果へのアクセスと移転の提供 

－ 計測機器と計測学 

－ データ、方法および手段の標準開発 

統合生産物およびプロセス

設計ツールとシステム 
 

－ 生産物とプロセスモデルの開発 

－ 革新的スケールアップとモジュール化構築ブロック 

－ トップダウンとボトムアップ・プロセスの統合 

－ 複数のプロセスの組合せ 

－ ナノシステム応用支援のための設計自動化ツールとソフ

トウェア 

－ 光学的分解能を越すプローブ、生産計測学 

－ ナノ製造工場としての生物システムの利用 

労働力の必要性、社会的イ

ンパクト、環境影響およびヒ

トの健康と安全性 

－ ナノ製造産業を支援する世界で競合し得る教育された労働

力の提供 

－ ナノスケール生産物およびプロセスの環境衛生と安全性の

設計と保証(全ライフサイクル) 
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政府は、革新過程の全ての利害関係者によって広く利用される開発ツールに役割を持

っている。標準化法、基準データおよび較正標準の開発は、典型的には大学で実施され

る基礎研究では追求されない。これらの価値は、専有が不可能でかつ一般標準的な傾向

があるので、通常団体が保持あるいは占有できず、また広く拡散するので、これらのツ

ールは個々の企業が開発するには採算がとれない。 
 
連邦政府機関は、通常、学際的な研究開発センター、ユニークな設備へのアクセスの

慣行ならびに社会基盤支援の提供や社会基盤や協力分野での研究目標を識別する使命を

持っている。そのため、この出現中の研究開発領域にとり重要である社会基盤を立ち上

げ維持するのを支援するための戦略的な立場に置かれている。先に記述したように、

NNIは、そのような支援をするために、利用者施設と研究センターの広範囲なネットワ
ークを確立している。 
 
維持または拡張されるべき重要な社会基盤は、以下を含む、 
－ 地理的に分散したナノ製造研究およびナノ製作利用者施設 
－ 遠距離製造や遠距離特性評価による遠隔製造に対する機能の開発による施設への
広域アクセス、および、施設、勤務時間や他の資源の共有を促進する奨励策 

－ 標準用語、標準材料、材料の合成および評価のための手順、部品、プロセスおよ
びモデルの標準ライブラリ、ならびに、モデル化、シミュレーションおよび情報

処理の標準的技法 
－ ナノ製造ロードマップを含み、小企業インキュベーションと成長の機会を識別し、
市場への製造技術の移転を加速するための知的財産を取り扱い、技術移転と商業

化の活動を促進する戦略 
－ 知識と専門技術の重要な資源を開発するために、健康、環境、社会および経済の
分野での科学者とエンジニアの関与 

－ 小グループをこの刺激的な新規分野へもたらし、国際的な競争前の研究や教育へ
の協力促進のために、海外訪問特待生がやりがいのある問題を扱う 

 
共有基盤施設へのアクセス 

基盤設備の重要な側面は、高度な分析ツールへのアクセスの開発、検証および提供で

ある。ナノスケールの研究開発に必要なツール開発の技術的範囲や資金需要は、産業界、

学術界および政府研究機関の協力を必要とするであろう。高度な分析・測定ツールを必

要とすることに加えて、研究者は、複雑なナノ製造組み立てを制御するために、アクセ

ス可能な分子ライブラリ、例えば効率的に細胞機械の特定要素を止めることができる

RNAライブラリを必要とする。 
 
向上した情報交換および均一な使用方針の展開は、政府と産業界の間の協力を向上さ
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せる鍵となる。全米利用者施設の使用に関して存在する知的財産問題は解決されなけれ

ばならない。広範囲の利用者施設で開発された好結果の分析ツールは、改良生産や最終

的生産ならびに商品流通のために、機器メーカーに移転されなければならない。機器メ

ーカーは、測定精度や品質管理を台無しにする振動や大気中浮遊汚染物質のような環境

の干渉を制御するための新しい測定技術およびコスト効率の良い方法の開発に関与しな

ければならない。 
 
計測機器と計測学 

計測機器と計測学は、あらゆる製造プロセスの必須要素である。そして、ナノテクノ

ロジープロセスも例外ではない。産業界は、ナノスケール製造環境の独特な問題に対応

し、かつメーカーが製品やプロセスの適合性のために測定が重要であることを保証する

新しい計測ツールを必要とする。計測学は、製品の生産性やプロセス制御および安全性

のような問題が重要な生産フロアにもたらされる必要性がある。ナノ製造応用の潜在的

に大きな多様性は、少量市場および大量市場の両方に適した計測ツールおよび基盤設備

の多様なセットを必要とする。 
 
ナノ製造計測学および計測機器の有効な展望は、従来の製造規模で存在する計測基盤

設備に類似した積み上げられた基盤設備である。そのような基盤設備は、製造中のプロ

セス制御の迅速で正確な測定のための特殊化したインライン計測ツールを組込む。これ

らは、製造現場あるいは国立研究所からの、遅いが、より正確で一般的なツールにより、

さらにバックアップされる。 
 
標準開発 

基盤整備のもう一つの重要な側面は、標準開発の支援である。基準ゲージ、合成や解

析の標準化法および効率的情報管理や情報伝達の標準は重要である。研究者、メーカー

およびエンド・ユーザーは、材料の化学特性、物理的特性および生物特性を信頼し確信

して比較することができなければならない。設計エンジニアは、使用する材料の真のデ

ータを示す材料仕様およびその適用を必要とする。消費者は製品特性を比較することが

できなければならない。 
 
これらの要請は一連の問題を示している。現在の較正標準の形式は、多くの場合ナノ

スケールでの新しい分析ツールと互換性をもたない。プロセスおよび機器を評価する共

通プロトコルの欠如は、協力と理解を妨げる。ナノテクノロジープロセスのために開発

されたモデルへのアクセスを促進する十分に定義された標準プロトコルやフォーマット

が存在しない。専門分野にまたがる標準用語の欠落は、専門分野を横切った価値ある通

信を妨げる。正確なナノスケール以下の長さ基準の開発は、科学技術のいくつかの領域

の進歩を必要とする。それによって測定用の複合的技術を物理特性、化学特性および生

物特性に関し相互検証する必要がある。 
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さらに、特に、国際標準化機構(ISO)、米規格協会(ANSI)、米国製造技術者協会(ASME)、

電気電子学会(IEEE)および米国材料試験協会(ASTM)国際部門のような標準開発組織を
通して、科学および製造標準社会に既に存在する活動により、標準開発に取り組む事業

を調整することが重要である。 
 
さらに、標準化されたナノ製造用の分析ツールの制御、データ収集およびデータ解析

特性は、コンピュータ基盤設備の標準化の問題を示す。大きなデータセットを、処理、

格納、管理し、判断し、流通させなければならない。統計的に顕著な傾向の識別は、困

難になるであろう。データへのアクセスの管理もまた問題である。莫大な量のデータお

よびその効率的活用は、通信を促進し、新技術の応用を支援する組織システムや構造の

開発と同様に、並はずれた計算や管理能力を必要とする。 
 

4.2.2 統合生産物およびプロセス設計ツールとシステム 
統合生産物とプロセス設計は、メーカーにとり実績のある価値である。ナノスケール

生産物の将来のメーカーにとりさらに大きな価値があると予測されるので、この領域に

おける研究の価値は増加する。 
 
さらに、これらのシステムの開発ならびにアクセスは、「知的で統合化された製造」(4

章)の IWG 優先順位に密接に関連している。IWG によって識別された IIM に関係のあ
る重要な必要領域の 1つは、統合生産物とプロセス設計および最適化の予測ツールであ
る。IWGのその技術優先領域にわたる取り組みの調整は、適時で効率的なやり方で必要
性に取り組むことを可能とする。IWGは、以下に概説されるように、ナノ製造のための
生産物やプロセスのモデル化と関係する 2つの主要な研究開発課題領域を識別している。 
 
設計、モデル化およびシミュレーション 

マイクロそしてマクロ規模の生産物へ、ナノスケール要素の組み込みや結合を制御す

るために、界面化学、静電学、流体の流れや付着のような、様々な物理的、化学的およ

び材料の振る舞いの理解が必要である。また、ナノスケールデバイスは、ナノスケール

での物質のユニークな特性および相互作用に依存する機能性を可能とするので、製品設

計と製造プロセスの間に強い相互依存が存在する。したがって、ナノ製造は、相互作用

現象の複雑さを取り扱うために、一体となる科学技術の様々な部門と共に、今日の大量

生産規模で得られるものを越えた、新しい全体論的アプローチを必要とする。 
 
複雑で、非常に機能的なマイクロスケールの生産物を生産するために、最先端メーカ

ーは、今日、製造プロセス設計と製品設計プロセスを統合した製造設計アプローチを使

用する。しかし、このアプローチは、プロセス変量が最小ではないので、ナノスケール

では多くの新しい問題を持出す。それはナノスケールでの製造が優勢を占めるので、ナ
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ノスケールの製造機器メーカーは、その顧客に十分に、かれらの機器はプロセス変量を

適切に制御できることを実証しなければならない。生産、性能および失敗の統計モデル

は、設計および製作プロセスの意志決定を支援するために開発される必要がある。再び、

この問題は、IIMの優先領域(4章)に大きく関連する。また、IWGはナノ製造応用が IIM
の中心領域に含まれることを確実にするために働く。 
 
長さと時間スケールが多数桁にわたるモデル化プロセス 

プロセスと性能モデルは、設計および生産のモデル化やシミュレーションの重要な要

素である。ナノスケール特性を、時間と長さのスケールにわたって特定の巨視的性質に

リンクすることができる正確な予測モデルおよびシミュレーションが必要である。サブ

ナノメータからメータまでの長さで 9桁にわたり、また、フェムト秒から時までの時間
で 17桁を横切ったスケールを克服する必要があるので、これは大きな問題である。 
 
現在のモデルとシミュレーションは、粒子と構造のマクロの連続体の挙動を予測する

と同様に、量子計算からの原子論挙動を予測する。しかし、ナノテクノロジーのスケー

ルを横切って適用した時に、現在のモデルとシミュレーションは、有効性の範囲を越え

て拡張される。現在のシミュレーション方法の計算要求が非常に大きく拡大している一

方で、モデルの能力を著しく向上させるために必要とされる専門技術は、現在は研究セ

ンターにわたり分散している。共有され革新的なアーキテクチャによる計算能力の向上

のための研究が必要である。出現中のモデルは、提案された応用の全範囲をカバーする

実験データによって確認される必要がある。 
 

4.2.3 材料と製造プロセス 
将来の多くの期待されるナノテクノロジー製品を納入するには、完全に新しい製造プ

ロセスを必要とする。これらには、ナノチューブ、粒子、ファイバーおよび量子ドット

の合成およびプロセスのためのコスト効率の高い方法、ナノ複合材料中のナノチューブ

分散、ナノエレクトロニクス用原子層の蒸着、ナノスケール分解の位置決め、画像化お

よび測定、ならびに、材料－エネルギー間の相互作用とナノスケールからマクロ規模ま

での製造プロセスのモデル化が含まれる。これらの製造プロセスのいくつかは現在実現

されている。また、それらは将来のナノテクノロジー生産物の見込みを完全に実現する

ために、常時洗練させる必要がある。材料と製造プロセスの 4つの主要な問題を以下に
要約する。 
 
スケールアップとモジュール化ナノ材料構築ブロック 

小ロットサイズから大量生産までの製造プロセスおよびモジュール構築ブロックのス

ケールアップは、材料と製造プロセスの 4つの主要課題の 1番目を提起する。プロセス
エンジニアは、コストを削減しまた商業応用へのナノ材料の参入を加速するために、量

産技術、構築ブロックでのモジュール組み立て、そして統合組み立て、を使用するアプ
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ローチを必要とする。 
 
製品原材料中の固有のナノスケール特性を保持している間に、これらの生産方法を構

成する単位操作は、研究所プロセスから生産プロセス速度へと成功裡に再現よく拡張し

なければならない。そのような比例則は、現在は存在しない基礎物理的・熱力学的デー

タに依存する。化学プロセスは典型的には比較的単純な組立プロセスを持った膨大な数

の構造を取り扱い、電子プロセスは非常に少数の構造だが非常に複雑な組立プロセスを

典型的に取り扱う一方、ナノ製造は、膨大な数の構造および非常に複雑な階層的組み立

ての両方を取り扱うことが要求される。そして、それは、パターン化、鋳型化および表

面機能化のような領域の大きな革新を必要とする。 
 
ボトムアップとトップダウン・ナノスケール組立プロセスの統合 

ボトムアップとトップダウン・ナノスケール組立プロセスの統合化は、4 つの主要課
題の 2番目を提起する。今日の第 1世代ナノ生産物は、従来の生産技術と単位操作でし
ばしば製造されている。そして、それは多くの応用にとっては非常に高価であり、ナノ

製造プロセスへの順応は疑わしい。 
 
電子機器の素子や特徴がナノスケールの寸法に到達するとともに、パターン化やプロ

セスの 3次元拡張は、さらに高価でより困難となる。結晶化や混合のようなマクロの組
立工程は、容易にはナノ構造階層システムの製作には適していない。このジレンマの部

分的な解決には、よりはるかにナノ構造構築ブロックの複雑な準備からなさなければな

らない。そこでは、特別に調整した表面特性のナノ構造が、階層システムの組み立てに

結びつく。研究は、このアプローチの様相で行われている。 
 
最終的に、この研究は、さらに、拡張可能でコスト効率のよい製造によって、原子ス

ケールでの一貫して正確にコントロールされた強健で信頼性ある生産方法で、あるいは

安全で環境に優しい生産によって提起される必要性を念頭におかなければならない。 
 
多数の組立プロセスの組合せ 

多数の組立プロセスを組合せることは、製造プロセスに対する 3番目の問題を提起す
る。一つの例は、バイオ模倣自己集合である、そこでは、自然界で見つかった方法やシ

ステムを模倣する方法で、先に存在する部品あるいはシステムの秩序の乱れた部品から

パターン構造を形成する。材料の寸法スケール境界を横断して、マクロ規模の世界へナ

ノ材料を統合する科学は、いまだその幼年期にある。 
 
光学的分解能を越えたプローブと計測 

光学的分解能を越えて拡張するプローブや計測のための高度な分析ツールは、製造プ

ロセスに対する 4番目の問題を提起する。大量でコスト効率の良い生産の進歩は、ナノ
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サイズ要素の正確で迅速な特性評価のための次世代計測の開発に依存する。プロセス制

御にインラインで統合された正確で高速な光学的方法は、そのナノスケール構造をプロ

ーブするための検出および分解の限界に達している。 
 
光学的な限界を持たない他の方法は、克服する必要があるそれ自身の限界を持ってい

る。多くの高解像度画像診断や顕微鏡法は表面検査が制限されており、光干渉トモグラ

フィー法や近接場走査型光学顕微鏡のような 3D 画像診断方法を重要にしている。Ｘ線
や中性子を使用する現在の分光法や散乱方法は、求める 1 ナノメートル以下ではなく、
大きな体積で平均化した構造情報をナノスケールで提供している。原子間力顕微鏡

(AFM)や走査型トンネル顕微鏡(STM)は、化学的、物理的、電気的、磁気的および長さ
の特性を 1ナノメートルの分解能で比較することができるが、ラスター速度で制限をさ
れている。Ｘ線、中性子、また、電子分光顕微鏡システムは、正確な 3次元の画像と測
定能力を産出するためにさらなる開発が必要である。 
 

4.2.4 ナノ製造工場としての生物システムの使用 
細胞は、際だって「ナノ機械」を多く含む複合システムであり、様々なナノ材料(特に

タンパク質およびタンパク質複合体)や小さな分子を製造することができる。これらのナ
ノ製造「工場」は、ヒトインスリンやヒト成長ホルモンの生産のような医療応用で成功

裡に使用された。さらに、光起電力装置や食糧生産装置のような非医療関連ナノ組み立

て製造での利用の可能性も実証している。 
 
この領域の重要な問題は、非生物システムによるこれらの複合体の統合化についての

研究と同様に、潜在的なナノ材料およびナノ組み立てシステムの構造や機能に関する付

加的な基礎研究の必要性を含んでいる。向上した生産性、改良された拡張モデル、高生

産性の生物学的分離技術およびタンパク質に特有のオンラインプロセス検知制御技術の

ために、細胞代謝の基礎研究や工学の必要性が存在する。他の医療用の細胞基盤ナノ製

造は、直接疾病の場所への細胞配送を含んでいる。一つの例は、パーキンソン病の治療

用ドーパミンを製造する可能性のある脳の個所へ細胞を移植する試みがある。ナノ製造

のこの応用での重要な問題は、製造工場の管理である。生産は必要性と一致しなければ

ならないし、また、必要性に基いた生産のフィードバック制御を必要とする。さらに、

細胞内の他の機械類は、停止状態にとどめる必要がある。細胞プロセス制御に関するさ

らなる基本的理解は、そのような製造技術を進める際に重要な問題となる。 
 

4.3 研究開発機会領域 
社会基盤を確立し、有望なナノ製造関連研究を促進するに際しての、先に示した革新

的な取り組みにもかかわらず、まだナノテクノロジーの利益を実現するために、取り扱

われる必要のある製造の研究開発の大きな領域が残ったままである。いくつかの機会領

域を下に述べる。 
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計測と標準 

ナノ製造社会は、この領域の進展にある緊急性を感じている。欧州およびアジアの競

争者は巧みであり、また、ナノテクノロジーへの彼らの投資は強大である。専門家は、

次の 10 年以内に、新しく設計された先進材料および製造プロセスの多くが、ナノスケ
ールで構築され、そして、成功裡に製品を製造するためにナノスケールの測定方法や標

準を必要とすると予測している。 
 
製造プロセスと製品がこれまでより精巧になるとともに、21世紀の製造の主要な戦場

は、測定技術の卓越性に大きく依存する。もしそれを測定できないならば、信頼性をも

って製造することができない。標準は重要な社会基盤ツールである。これは、製造に関

しては全面的に真実である。しかしながら、ナノ製造の急速に発展する分野では特に真

実である。そこでは、個々の分子や原子を見つけて、追跡し、操作することが必要であ

る。産業ならびに社会が人工ナノ材料や出現中のナノスケール装置およびシステムの品

質や安全性に対して信頼性を持つための具現者は、世界的な標準である。 
 
ナノスケール構造の斬新な特性は、その生産や特性評価をユニークな問題とする。従

来のプロセス法は、一般に適用可能でなく、特性評価のために信頼できる測定方法はい

まだ期待できない。健全な科学に基づいたナノテクノロジーのための広くアクセス可能

な標準なしでは、市場の参入は共通の技術仕様の欠如、および公共の安全性の懸念によ

って制限される。さらに、材料とプロセス選定および部品の設計や信頼性を取り扱う広

範囲にアクセス可能な測定技術なしでは、ナノスケール構造に基づいた生産物の革新は

遅れるであろう。 
 
さらに、本章の初めに識別されたような国や国際的な標準を開発する組織内で既に進

行中の活動と標準開発を調整する重要な必要性がある。 
 
ナノスケール制御 

ナノ製造プロセスは、正確で適時な測定および迅速なデータ評価および応答パラメー

ターの効率的な制御システムを持っていなければならない。ナノスケールでのプロセス

制御部品を統合することは、多様な科学技術分野での研究開発に対する長期的な関与を

必要とする。 
 
協力ツール 

協力は、資産や知識にてこ入れし、ナノ製造を前進させるほどには、今日まだ広範囲

ではない。公共のポータルが情報を流し、かつ協力や提携を促進する必要性がある。協

力ツールは、より広い製造社会と同様にナノ製造社会全体にも役立つ重要な情報および

知識の統合と交換を促進するであろう。さらに、それらは、教育環境が制度上の境界内
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およびその境界を横切った学習を促進し支援するのを助けるだろう。 
 
ナノエレクトロニクス 

エレクトロニクス用ナノテクノロジーの広範囲の商業利用を妨げる問題に注目するた

くさんの研究機会がある。ナノエレクトロニクスの性能要件を取り扱うには、材料、構

造、デバイス、回路、システムおよびアーキテクチャに関する総合的な研究取り組みを

必要とする。マイクロヱレクトロニクス産業の伸展として、この領域は、生産規模シス

テムに素速く発展させることができる概念実証研究の取り組みを支援する産業パートナ

ーとの共同作業を必要とする。 
 
ナノ・バイオテクノロジーとバイオ・ナノ製造 

ナノバイオテクノロジーは、活動・非活動の生物システムについての理解や形質転換

に、ナノスケール法則および技術を適用する分野であり、またナノスケールのものから

統合される新しいデバイスやシステムを作成するために、生物学の法則および材料を使

用する分野である。情報技術や認知科学と同様に、バイオテクノロジーとナノテクノロ

ジーの統合化が次の 10 年間に加速すると予想される。現代の生物学および医療とナノ
スケール科学の収束は、モノクローナル抗体の生産、遺伝子やドラッグデリバリーのた

めのエージェントならびに標的治療のような有用な応用に対して、ナノ製造研究開発を

集中させることに依存するであろう。 
 
バイオ模倣と自己集合 

自己集合やバイオ模倣技術は、ほとんどが主に実験室規模に制限された実証としてこ

れまでに現れ、商用レベルには有効に使用されていない。十分な製造規模でナノ材料を

生成するために生物システムを使用する実現可能性を、モジュール、階層、自己集合の

ための他の斬新な技術と平行して研究する必要がある。生物システムは、プロセスの混

乱、自己集合および廃棄物循環から自動的に回復する能力のような精巧な製造サブシス

テムを発展させた。細胞は、また、周囲の温度と圧力で効率的に物質をエネルギーに変

換することができる。これらの技術は、従来の製造法に典型的な副産物や廃棄物を除去

し、原料とエネルギの必要性を削減し、労務費を最小化することができる。 
 
研究開発の先の必要性 

ナノ製造応用のための労働力訓練および教育と関係する重要なニーズが、特に技術者

やエンジニアのレベルで存在する。さらに、ナノ製造基盤資産への共用アクセスに関連

した知的財産問題の適切な取り扱いは、技術進歩を妨害する非研究領域である。 
 
５．IWGへの提案と次段階 
 

IWG のナノ製造の研究は、NNI の目的と緊密に調整されなければならない。この点
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では、いくつかのつながりが、IWGと NSTCナノスケール科学工学技術(NSET)小委員
会と同様に、個々の省庁レベルの間でも既に作られている。NSET小委員会は、連邦政
府 NNI 活動での接点として働き、公共への広がりを実施し、商業用途および公共の利
益へ連邦政府のナノテクノロジー研究開発の成果の移転を促進する。この関係は、共同

作業での相互計画および協力によって強化される。IWGは、NSET小委員会の取り組み
を補足するために、その製造研究開発の展望、専門技術ならびに機関の資源を使用して、

ナノテクノロジーの生産要素への関心を明確にするために NNI省庁と共に働き続ける。 
 
これに関連して、以下に示す推奨された多くの特定な活動は、その IWG ナノ製造活

動が、NNIのナノ製造活動を補完し拡大させることを確かにする。これは、次には、ナ
ノ製造の重要な領域が、この領域の国のニーズと適切に釣合った方法で、連邦政府研究

開発企業を横断して、広く深く取り組まれることを保証する。 
 
－ IWGは、NNIの目標、活動および省庁と調和するべきである。この目標は、NSTC
の NSET小委員会との強いリエゾン関係の維持により、少なくとも一部分は達成
することができる。 

－ IWGはナノ製造技術特定ニーズおよび問題を定義し続け、またそれらを取り扱う
連邦政府の取り組みを調整するための戦略を提示する、ナノ製造ワークショップ

を必要に応じて計画するべきである。これらのワークショップは、必要に応じて、

NSET小委員会と共同で計画され、運営されるべきである。 
－ IWG は、計測に関するワークショップの結果を広めることを支援する。「計測と
ナノ製造用標準」は、NSET と共に計画し 2006 年に実施された。それは、ナノ
製造に当てはまる計測と計測機器に特に注目した 2004 年に開催された同様の
NNIワークショップを基に作られた。 

－ IWGは、ナノ製造を取り扱い、かつ NNIワークショップで識別された重要なギ
ャップに取り組む包括的な作業計画の 1 つの根拠として、最近の多くの NNI 報
告書の厳格な解析を行うために、NNI 活動に関する NSET 小委員会へのスタッ
フ支援を行う NNCOと共に活動すべきである。 

－ IWGは、有用な連邦政府の役割と投資に対する洞察を求めるために、特にそのセ
クターからの製造に関して、連邦政府と産業界の間のより良い合意を推進するべ

きである。 
－ IWG は、そのナノ製造集中と製造研究開発の他の 2 つの技術優先領域である、水
素技術および知能統合化製造、との間の連絡および調整を推進し続けるべきである。 

 
 
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 
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Technology, National Science and Technology Council 
http://www.manufacturing.gov/pdf/NSTCIWGMFGRD_March2008_Report.pdf , pp43－56 

 
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 
「ナノ製造：ナノテクノロジーの見込みの実現・その 1(米国)」 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1023/1023-16.pdf 


