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【ナノテクノロジー特集】カーボンナノチューブ 

 

英国におけるナノテク研究トピックス 
 

はじめに 

英国に限るわけではないが、カーボンナノチューブはナノテクノロジー研究の主要なタ

ーゲットである。 
1985年に、炭素原子 60個が集まってできたサッカーボール型の構造を有するフラーレ
ンが発見された。当初、このフラーレンは炭素電極をアーク放電で蒸発させた時に、陽極

側に堆積した「すす」の中から回収されていた。フラーレンの研究が世界中でブームにな

っていた 1991 年に、飯島澄男博士が陰極側の「すす」の中から発見したのが、球状のフ
ラーレンとはまったく異なるカーボンナノチューブである。 
カーボンナノチューブ注1 は炭素原子が 6 角形に配置されたグラファイトシートを筒状
に巻いた形をしているが、巻き方や大きさ、重なり方で様々な性質をしめす。細くて強く、

構造により良導体にも半導体にもなり、熱伝導性に優れ、ガスを良く吸着するなどの性質

を利用し、多くの応用が検討されている。その適用分野はナノ材料や環境、エネルギー、

バイオ、医療、エレクトロニクスなどに広がる。近いうちに飯島博士がノーベル賞に輝く

可能性もある。 
本レポートでは、英国におけるナノテク関連応用研究のトピックスを、カーボンナノチ

ューブを中心に報告する。とても全貌を述べることにはならないが、動向を知る一端にで

もなればと思う。 
 
カーボンナノチューブを用いて、自覚症状の無い肺癌の治療 
ロンドン大学注2 薬学部で実施されたカーボンナノチューブを用いたドラッグ・デリバリ
ー・システム注3 の新しい研究は、これからの肺がん治療に重要な影響を与えるかもしれな
いと、同大学からのニュース・リリースで発表された注4。 
 同大学ドラッグ・デリバリー研究センターのナノ医療研究室は、イタリアのトリエステ

大学注5 のマウリツィオ・プラートおよびフランスのストラスブールにあるフランス国立科
学研究センター注6 のアルベルト・ビアンコとの共同研究により、カーボンナノチューブを
使用すれば、人間の肺の中の悪性腫瘍の治療遺伝子を制御することができ、ひいては癌腫

                                                 
注1 http://app2.infoc.nedo.go.jp/kaisetsu/nan/na05/index.html。 
注2 1836年に創立された英国の公立大学で、ロンドン大学連合の一部を構成している。伊藤博文や夏目漱石が
留学している。http://www.lon.ac.uk/。 

注3 Drug Delivery System（DDS）。必要な薬物を必要な時間に、必要な部位で作用させるためのシステム。 
注4 http://www.nanoforum.org/nf06~modul~showmore~folder~99999~scc~news~scid~3850~.html?action=l

ongview&。 
注5 学生数はおよそ 23,000名で、12学部を有する中規模総合大学。80年前に創立された、イタリアの大学の
中では比較的若い大学である。http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Trieste。 

注6 CNRS。1939年に設立されたフランス最大の国立基礎研究機関。研究部門には、数学、物理学、宇宙科学、
化学、生命科学、人文および社会科学、環境科学、情報科学、工学などの分野がある。2006年時点の総人
員は 26,000人で、予算はおよそ 27億ユーロである。 
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瘍体積の大幅な抑制、腫瘍の破壊をはじめ、腫瘍を持った生物の長期生存につながること

を示した。 
この治療結果は、カーボンナノチューブを使用して、低分子干渉リボ核酸（siRNA）注7 を

腫瘤に直接デリバリーすることで達成された。現在進行中の臨床試験は、様々な病気の不

必要な遺伝子を抑制する、すなわち「スイッチを切る」という siRNA の治療効果を調査
するためのものである。これらの試験のほとんどは、「はだか」の siRNA、つまりデリバ
リー・システムのない状態で実施されている。その結果では、異常細胞による siRNA の
取り込みは効率が低く、効果的なデリバリー・システムの開発が最重要となっている。本

研究では、遺伝子のスイッチを切り、がん細胞の死を引き起こす siRNA を使用している
が、その際に 2 つの siRNA デリバリー・システム、すなわちカーボンナノチューブとリ
ポソーム注8 の性能を比較している。 
ナノテクノロジー・ジャーナルの Small 誌注9 に、オンライン報告として発表された現

在の研究では、カーボンナノチューブを使用したがん細胞への週 1 回の siRNA 注入によ
って治療効果を誘発したことが示されている。ロンドン大学薬学部ナノ医療研究室主任の

コスタレロス教授は、「治療効果を上げたのはほんの数例であるとは言え、薬を効果的に望

んだ所に輸送するために用いたナノシステムには高い期待を寄せている。カーボンナノチ

ューブが、siRNAなどの強力な治療薬を効果的にデリバリーするための選択肢であり、こ
れを用いた結果、ヒト肺癌細胞を保持する動物の長期生存へつながるのが分かってうれし

い。カーボンナノチューブを用いたデリバリー・システムの効果が確認され、長期生存へ

の疾患モデルに至るのはこれが初めてではないか。本研究はまだは初期段階であり、がん

に対する新規ナノ材料の使用に由来する問題はもっとある」と語った。 
 カーボンナノチューブとは、優れた特性を持つナノスケールの黒鉛炭素のチューブであ

る。カーボンナノチューブは、これまで知られた物質の中では最大の剛性を持ち強度も最

高の繊維で、長さと直径の比は 28,000,000：1となり得る。カーボンナノチューブは体内
に薬を運ぶための容器として使用でき、病巣部に照準をあてて分配することで、副作用と

必要な薬剤投与量を減らすことが可能である。リポソームは水に満たされた小さな泡状物

質で、細胞膜と同じ材料で作られているが、そのデリバリー性能を改善するため、抗がん

剤をカプセル化するのに使用されている。リポソームは最も成功したナノスケールのデリ

バリー・システムの一つで、今日では多くの病気、特に癌治療に対して、半ダースもの製

品が臨床的に使用されている。 
報じられた結果は、多くの消耗性疾患を克服する目的で、治療標的細胞へ siRNA をデ

リバリーするカーボンナノチューブの治療効果を検討するための、さらなる研究推進力と

なると考えられている。 
                                                 
注7 低分子干渉リボ核酸（RNA）は、蛋白質に翻訳され得る塩基配列情報と構造を持った伝令 RNAの破壊に
よって配列特異的に遺伝子の発現を抑制する。この現象は、ウィルス感染などに対する生体防御機構の一環

として進化してきたものと考えられている（http://ja.wikipedia.org/wiki/SiRNA）。 
注8 あらゆる生物の細胞内に存在する構造体で、mRNAの遺伝情報を読み取って蛋白質へと変換する機構であ
る「翻訳」が行われる場である。 

注9 学際的な論文を掲載するジャーナル。ミクロあるいはナノスケールの科学および技術を、情報交換やレビ
ュー、コンセプト、ハイライト、小論文、全論文の形で年間 12回出版する。 
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この研究は、英国生物化学研究委員会注10 および欧州委員会の FP6 のプログラムなど、
さまざまな研究資金の提供を受けている。 
 
ナノ粒子は粘着力を 2倍にする 
ウォーリック大学注11 のプレス・リリース注12 によれば、同大学の化学研究者は 2009年

2月 13日発行の Physical Review Letters 誌注13 に発表した論文において、「極微ナノ
粒子が 2つの非混合液体表面を、以前考えられたよりも 2倍の強さで接着することを発見
した」と述べている。これにより、ナノ粒子の用途として、生きた細胞、高分子複合材料、

ハイテク発泡体、ゲル、塗料などへの新たな可能性の範囲を拡げたことになる。研究チー

ムはさらに、この新たに発見された接着粉の性能向上に取り組んでいる。 
 「ナノ粒子の理想的な液体間表面との相互作用注14 」と題した Physical Review Letters
誌に掲載された要約を見てみよう。 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
電荷を持たないナノ粒子と、理想的な液体同士の界面との相互作用を、分子シミュレー

ション手法を用いて研究した。ナノ粒子と界面間の距離の関数として自由エネルギー分布

を計算すると、その形状はWang-Landauサンプリングで決定されることが分かった。シ
ミュレーション結果とマクロ理論を比較すると、マクロ理論は自由エネルギー分布をうま

く説明していないことが分かる。特にマクロ理論では、粒子の径が増すにつれてその乖離

は減少するものの、粒子と界面間の相互作用の範囲と強さを過小評価している。溶剤の化

学ポテンシャルが増加するに従い、界面張力が増加し、その結果として界面幅が減少する

ために、相互作用の強度が増加し、相互作用の範囲が減少する。 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
研究者は、分子シミュレーションによると、極微小のナノ粒子（1～2ナノメータ）は標

準モデルで計算されていたよりもはるかに接着力があることを発見して驚いた。研究結果

では、最小粒径の場合には、液・液界面から粒子を取り除くには、予想よりも 50％も多い
エネルギーを要することが分かった。しかし、粒子の径が大きくなるにつれて、標準モデ

ルからの乖離は小さくなる。 
研究担当のイル・ステファン・ボン博士とデビッド・チャン博士は、それ以前のモデル

では、液体と液体の界面におけるナノ粒子の挙動を記述する際に「表面張力波注15 」を考

                                                 
注10 Biotechnology and Biological Science Research Council（BBSRC）。貿易産業省（Department of Trade 

and Industry）に属する科学技術庁(Office of Science and Technology)の下部組織。
http://www.bbsrc.ac.uk/。 

注11 1965年にコヴェントリー市に設立された国立大学。人文学、社会科学、自然科学、医学分野の学部を抱え
る総合大学である。比較的歴史は浅いが、英国ではトップクラスの高い評価を受けている。 

注12 http://www2.warwick.ac.uk/newsandevents/pressreleases/nanoparticles_double_their。 
注13 米国物理学会が発刊し、世界でも最も権威がある自然科学ジャーナルの一つである Physical Review誌の
速報版。 

注14 Interaction of nanoparticles with ideal liquid-liquid surfaces。
http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=PRLTAO000102000006066103
000001&idtype=cvips&gifs=Yes 

注15 表面張力を復元力とする水面を伝わる短波長の波で、「さざ波」とも言う。 
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慮していなかったためではないかと考えている。イル・ステファン・ボン博士は、「ナノ

スケールの世界におけるこの新しい知見によって、ハイテク複合材料を用いた製品の設計

や量子ドットの利用、細胞生化学、強い高分子塗料粒子の製造、などがもっと自由にでき

る。」と語っている。 
研究者たちは今、この新たに見つかったナノ粒子の天然粘着性を基礎に、親水性と疎水

性の相反する表面を持った高分子ナノ粒子を設計することにより、油/水のような液体の界
面をさらに強く結合する方法の研究に取り組んでいる。  
この研究には、政府の物理化学研究員会注16 が資金を提供している。 

 
電子エミッタとしてのカーボンナノチューブ 

2009年 4月 7日付けのサリー大学注17 からのニュース・リリース注18 によれば、サリー
大学の先端技術研究所（ATI）とダブリンのトリニティカレッジの理学部の研究者の共同
チームは、高分子に埋め込まれたカーボンナノチューブ複合材料は、電子エミッタ材料と

して優れた性能を持っている事を発見した。 
高電圧の下でこれらの電子を蛍光体に衝突させ、通常の赤、緑、および青を発光させて

高効率の大面積電界放出ディスプレーとして利用する可能性や、低消費電力の液晶テレビ

のバックライトユニットとして利用する可能性を開いた。 
本研究の結果の詳細は科学ジャーナルの Small 誌注19に報告されているが、カーボンナ

ノチューブはシート状の炭素原子を直径が数十億分の 1メートルに巻き上げられた形状の
もので、わずか 1％のカーボンナノチューブを水溶性ポリマーに添加して埋め込む。上記
ジャーナルに掲載された要約を見てみる。 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
溶解処理で製造された、高分子と単層カーボンナノチューブの機能性複合材料からの電

子の電界放出特性を調べた。およそ 0.7％の体積率のカーボンナノチューブを高分子材に
添加した時、優れた電界放出特性が得られた。さらに、ナノチューブ濃度と高分子材料を

調整すると、複合材を通した電荷移動が改善された。溶解処理でよく分散されて不規則に

並んだナノチューブ・高分子複合材料によって、カーボンナノチューブをベースにした大

面積カソードを開発する道が開かれた。複合材料の電気伝導度に対して、カソードの電界

放出特性の相対的強度が（論文中では）示される。 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
ナノチューブの添加濃度を制御することにより、複合表面からの電子の効率的な電界放

出が可能であり、その時の材料の損耗は無視できる。ポリマーの選択とナノチューブの化

                                                 
注16 Engineering and Physical Science Research Council（EPSRC）。貿易産業省（Department of Trade and 

Industry）に属する科学技術庁(Office of Science and Technology)の下部組織。http://www.epsrc.ac.uk/。 
注17 1966年に、前身のバタシー工科カレッジから総合大学になった。サリー州ギルフォード市にある。教育学、
生物・生命科学、電気・コンピューター数学、技術工学、健康医学、人文科学、言語学・法学・国際学、

サービス業についての経営学、芸術学、物理化学などの全部で 12の学部がある。 
注18 http://www2.surrey.ac.uk/mediacentre/press/2009/3810_carbon_nanotube_polymer_nanocomposites_f

or_field_emission_cathodes.htm。 
注19 第 5巻第 7号（2009年 4月 6日）。http://dx.doi.org/10.1002/smll.200801094。 
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学処理を正しく調整することで、透明プラスチックで作られた電子機器など、カーボンナ

ノチューブをベースにした大面積エレクトロニクスの可能性が開かれた。 
サリー大学研究グループのリーダーであるデビッド・キャリー博士は、「カーボンナノ

チューブをベースにしたディスプレー技術エレクトロニクスの開拓に成功したのは、学際

的共同研究の重要性を示している。サリー大学とダブリンのトリニティカレッジの研究は、

ナノスケール物質の変化がバルク素材の性質へ影響を与え、大面積エレクトロニクスの開

発へつなぐことができることを明らかにした。」と語った。 
先端技術研究所の所長であるラヴィ・シルバ教授は、「ナノサイエンス研究が工学技術

をもたらすこの種の高度な研究は、高強度電界放出電子源を必要とする多くの実用的な応

用につながる可能性がある。サリー大学先端技術研究所はこの分野で多くの専門経験を有

しているので、カーボンナノチューブの応用をさらに進めて行きたい。」とコメントした。 
 
おわりに 
一般的に欧州は基礎研究に強く、応用研究や実用化研究に弱いといわれている。そのた

めに、科学研究の成果を製品化に結びつける面で、わが国や米国に遅れを取っていること

は事実である。 
しかし近年は、欧州連合の「研究枠組み計画」などでも、明確に実用化研究を目指す方

向が打ち出され、その成果も着々と上がっている。本レポートに述べた医療、化学および

エレクトロニクス関連の 3件のナノテク研究では、基礎研究の成果を実用化に結び付けよ
うという意図がはっきりしている。成功するかどうかは次の段階の展開にかかっているが、

その推移を見守る必要があろう。それと同時に、わが国も「基礎研究ただ乗り論」を打ち

破り、常に基礎研究から実用化研究へ、という流れを作っていくべきではなかろうか。 


