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【産業技術】  ナノテク  

ナノスケール構造と機能のリンク（米国） 
 
－ 国家ナノテクノロジーイニシアティブ・グランドチャレンジ・ワークショップ 
「エネルギーのためのナノサイエンス探求」報告書、分野横断的テーマ その 3－ 

 
1．はじめに 
ナノメートルのスケールで材料を構築する時に出現する新しい現象や特性が、ナノサ

イエンスの基礎にある。これらの特性は、僅か 100 個～10,000 個の原子から成るナノ

スケール材料が、日常生活の中で通常に使用している従来のバルク材料についての理解

からは推定できないユニークな構造を持っているという事実から始まる。 
 

斬新なナノ材料を設計する際に、我々が直面する包括的な研究の挑戦は、ナノメー

トル寸法で出現する機能性を決定する物理的・化学的原理を確立し、また進んだエネ

ルギー安全保障のためにこの機能性を活用することである。これらの特性は、例えば、

効率的な触媒燃料生産(炭化水素、H、太陽)の反応や、二酸化硫黄のような環境汚染物

質の除去、さらに超軽量で丈夫な複合材料の機械的強度などを含んでいる。 
 
この機能性の中心にナノ材料構造があり、構造と機能のこの関係の理解は、構造を最適化

し、最終的に設計による機能ナノ材料の創成に導く合成技術を開発することを可能とする。 
 

2．最先端は 

ナノスケール粒子とバルク体との間の重要な差は、表面や界面での原子の割合にある。

ナノ粒子の原子はほぼすべて表面や界面に存在する。このことが、巨視的な材料では見つ

からない原子組成や構造をもたらしている。バルク体と比較して、表面や界面の原子の結

合は歪んでおり、表面原子の高い割合が、ナノ粒子の寸法に非常に敏感である差別的な現

象をもたらし、この構造の特異性が注目すべき物性に結びついている。 

 
例えば、バルク形式の金は化学的に不活性である。しかしながら、チタニア基板上の金

ナノ粒子は、有害ガスの一酸化炭素を酸化させたり、酸性雨やスモッグの主要源である二

酸化硫黄を分解する能力のような、注目すべき触媒特性を示す。実際に、この材料の効率

は、今日の自動車触媒コンバータで二酸化硫黄の分解に使用されている商用触媒よりも

10 倍以上も高い。 
 
同様に、カーボンナノチューブのようなナノ構造化された炭素の発見は、機械的・電子

的材料の新しいクラスの開発に門戸を開いている。その構造は、先例がない重量あたり引

張強度に結びつき、これらの特性に基づいた新しい複合材料をもたらすことができる。 
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更に、ナノチューブの詳細なカーボン構造(キラリティ)は、導体や半導体のカーボン

ナノチューブ(CNT)に結びつく。これらの特性の将来の応用は効率的なエネルギー伝

達やナノ・エレクトロニクスを含んでいる。これらの 2 つの例は、さらに構造と機能

の間の結合に関しての理解の範囲を示す役割をしている。 
 
CNT の詳細な原子・電子構造はかなり詳しく調べられており、チューブの原子キラ

リティとその電子的特性間の関係の特徴は良く研究され、量子力学的計算と実験的測

定の両方によって引き出された電子バンド構造についての詳細な理解に結びついた。 
一方、チタニア上の金ナノ粒子の原子構造の詳細な描画は存在していない。現在の

特性評価技術は、単にクラスタサイズの測定のみを可能とし、クラスターの原子構造

あるいはより重要なクラスター表面の測定は可能ではない。この重要な情報なしで、

このシステムの化学的反応の高度な理論計算は不可能であり、その結果として、進歩

は直観や偶然の発見に依存しなければならない。 
 

カーボンナノチューブ 
カーボンナノチューブは広範囲の注目すべき特性を示し、機械的には鋼より 100 倍以上もの張

力に耐える。カーボンナノチューブの中で最も注目すべき特性の 1 つは、電気を導く方法である。

二次元のグラファイトシートがどのように巻き上げられているかに依存して、3 つのタイプのナノ

チューブが可能である。導体か半導体であるかは、座標 n、m の指標によるカーボンナノチューブ

のキラルによって決定される。カーボンナノチューブは、n=m で金属になる、n－m が 3 で割り

切れると半金属に、その他の場合は直接バンドギャップ半導体となる。 
 

支持上の金ナノクラスターによる触媒 
バルクの金は反応をしないことで知られているが、Ti02のような多孔質支持物上のナノ粒子状の

金は、驚くことに CO を酸化させる非常に活性な触媒であることが見つかった。燃料電池への水素

流中の CO は燃料電池触媒を毒する、金の触媒による酸化で CO を削除することが出来るので、金

の触媒は自動車用燃料電池応用に価値がある。あるデータは、ナノクラスタの直径が約 3nm であ

る場合に、最適の触媒作用を示している。金のナノクラスタ特有の触媒特性は、ナノクラスタのサ

イズ依存の電子特性と関係があるようである。 
シンクロトロンのＸ線吸収分光学で CO 酸化の触媒作用中の試料を調べることにより、支持され

た金の触媒の活性は、支持、処理条件および水の存在に依存すると分かった。金の触媒の秘密を解

明するためには、分光測定と機能中の触媒の画像化および理論の組み合わせによる研究を継続する

ことが必要である。 
 

3．サイエンスの構築 
斬新なナノ材料を設計する際に直面する重要な挑戦は、ナノメートル・スケールで出現

する機能性に対する分子構造の変化に関連する物理的・化学法則を構築している。これら

の法則が存在しないので、物理的な理解の進歩をはるかに追い越す割合で、新しいナノス

ケール現象の実験的発見が増え続けている。 

ナノサイエンスの発端以来、量子閉じ込めの影響、バルクの自由エネルギーを超え

た界面の自由エネルギーの増加、また表面準位の重要性の問題のすべてが認識されて
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きた。しかし、これらの問題の完全な理論的取り扱いはまだ出現していない。さらに、

電気二重層が細孔径より小さいナノポーラス構造内での流体の流れのように、ナノス

ケール構造の多くの効果がまさに理論的に研究され始めている。 
 
最近の研究から出現した発見の 1 つは、機能へのナノスケール構造の影響は、個々

のナノスケール要素を越えて階層アーキテクチャにまで及ぶということである。これ

は、界面の近接性のような距離依存要素が、電子、エキシトンおよびフォノン輸送の

距離スケールに匹敵するようになるからであり、その結果として、種々の特性の劇的

な強化が出現する。 
 
いくつかの特別な例は、光誘起エネルギー伝達効率を 100%以上増加させるナノ結晶

薄膜複合材料、熱の伝達をこれまで最も低い熱伝導度と言われてきた値以下に抑制す

るナノラミネート固体、さらに触媒の反応性を向上させる合金薄膜上のナノスケール

構造の自己組織化配列の生成などを含んでいる。 
 
特に基本的なレベルでは、構造と機能が、材料寸法の縮小とともに生じる活性要素

の拡大要因である。これは、材料の形成経路を決定する熱力学や力学的要素および構

造の形態学や安定性の両方が、これらの要因に指数関数的に依存するからである。こ

のことが、多くの点で、ナノサイエンスが新しい現象の豊富な源であるという理由に

よる。これらの現象をもたらす物理的・化学的法則についての包括的な理解の開発が、

当分の間の大きな挑戦である。 
 

ナノ材料とデバイスの 3D 時間空間分解の化学的・物理的・機能的画像化 
機能ナノシステムのナノスケール構成要素の構造およびダイナミクスに関する詳細情報は、

ナノテクノロジーの開発にとり、複合機械や工場の個々の部品についての理解がマクロ技術の

開発の基本であるのと同じくらい重要である。太陽電池、燃料電池あるいは複雑なナノバイオ

化学センサーのような複雑なナノシステムのための高度なモデル化ツールの開発には、機能デ

バイスの空間位置および時間の関数としてのナノシステムの局所的化学的・物理的な状態に関

する実験データが特に必要になる。この種のデータは、ナノテクノロジーの高度な工学および

設計の必要条件である。 
ナノシステムの最も重要な領域は、デバイス中に深く埋め込まれており、その結果、表面科

学のほとんどの評価技術ツールにとり不可能な異種材料間の界面に位置するので、三次元の時

間的空間的に分解された化学的・物理的また機能的な画像化は、特に挑戦的なものである。 

 
この挑戦への有望なアプローチは、単一の方法で 2 つ以上の分光と画像化ツールを直

接に組み合わせて関連させる新しい実験技術の発明である。ナノシステムでの 3D 化

学力学の画像化を達成した最初の技術の 1 つは、電子デバイス中に単一分子分光学

(SMS)と制御酸化/還元法を同時に含んでいる機能デバイスに埋め込まれた、有機・無

機半導体ナノ粒子の局所オプトエレクトロニクスの特性を調べるための、最近導入さ

れた技術がある。 
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4．ツールの開発 

評価ツールは、斬新な特性や物理的現象の理解と同様に材料合成への新しい手段を

開発する際の、両方にとり常に重要な駆動力であった。ナノ材料構築ブロックは僅か

数 10 個から数 1000 個の原子や分子から成るので、構造と機能の関係を理解するため

に、できれば単一分子レベルの分解能のツールが必要である。 
 
ナノ材料の機能は界面の状態に非常に強く依存するので、気体、液体あるいは固体

に接しているにかかわらず、これらのためのツールは覆い隠された界面の三次元(3D)
の画像化機能を持たなければならない。さらに、構造対機能の関係を理解するために、

構造および機能の両方を同時に測定できる能力が必要となる。 
 
最後に、構造の変動が材料の大きさの縮小と共にますます重要になるので、エネルギー

変換と輸送の理解には、熱の変動規模(1013 Hz)の時間分解能を持った時間依存構造測定能

力を必要とする。ナノ材料に関連するこのような機能をもたらす能力は、開発の速さと特

性強化の両方に影響を与えるであろう。恐らく他の分野以上に、この次世代の評価ツール

への投資は、他のすべての分野の投資のテコとなる。測定と評価なしでは、理論やシミュ

レーションを確認できないし、合成や組立てを評価できず、性能の増強を証明できない。

これらのツールで、他のすべての分野の開発も加速することになるであろう。 
 
過去 20 年間は走査プローブ顕微鏡のような強力な新しい評価ツールの開発があっ

たが、上で概要を述べた能力の達成からはほど遠い。例えば、個々の原子を画像化す

るためにナノサイエンスの主要なツールの 1 つとして走査型トンネル顕微鏡(STM)が
使用できるが、その使用は比較的平坦な導電性表面に制限されている。 

 
純粋な金属ナノ粒子の表面の原子構造を画像化するという外見は簡単な挑戦でさえ、

上に記述された金の触媒粒子のような表面の大きな屈曲には解析が可能ではない。明

らかに、無機の構成部分と表面保護層の間の界面の構造が光学機能の決定において中

心となる量子ドットの構造対機能の関係を実験的に決定する問題は、このツールの手

の届かないところである。 
 
さらに、STM は、表面下の情報を得るためには厳しく制限されている。同様に、使

用可能な他のツールはさらに大きな制限を持っている。三次元情報を得るためには中性

子散乱が使用できる。しかし、その分解能は分子寸法以上であるので非常に悪い。透過

型電子顕微鏡の使用は、原子の分解能で内部構造を観察できるが、深く埋められている

表面構造や界面や、またガスや流体の環境に接している状態を扱うことができない。 
 
他の制限は、単一分子共焦点顕微鏡、Ｘ線回折およびイオン質量分析などの応用が、

要求性能レベルに達するのを妨げている。どれ一つのツールも先に述べた概要の能力
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のすべてを提供できないが、化合物に使われる場合、ナノスケール材料の分子構造や

成長のより完全な画像を与えるために既存のツールの進歩が期待できるであろう。 
 

先端走査プローブ・システム 
走査プローブシステムの進展は、ナノメーター規模での合成と評価の両方に多面的機能を組

込むことを固体相液体相界面でさえ可能とする。単一ツールにおいて利用可能な機能には、等

高線画像化、単一分子光分光ナノリソグラフィ、そして原子間力分光などを含んでいる 
 

5．理論とモデル 

理論や、モデル化およびシミュレーションは過去 10 年に非常に大きな進歩を見たが、

ナノ構造とその機能は現在取り組むことができない問題を示している。これらは 2 つ

の大項目に分類される、(1)原子・電子構造の高精度計算、そして(2)この情報の機能予

測へのリンクである。最初の問題への主な原因は、構造の非周期性や化学的不均質に

由来するナノ構造の複雑さである。第 2 の問題については、信頼できる定量的計測の

欠如が新しい技術や方法のベンチマークテストをほとんど不可能にしている。 
 
しかしながら、ナノ構造の機能をモデル化し予測する能力の開発は、エネルギー応

用のためのナノテクノロジーの成功の決定的要因になる。例として、表面支持のナノ

クラスタの構造を精密に計算することは現在出来ない。金／チタニアシステムのナノ

粒子触媒の振る舞いの起源や、その粒子表面および界面の構造にどのように関係して

いるかが理解できていない、ということに直接的に影響している。これらの粒子の化

学反応の経路とエネルギー障壁を計算する能力ははるかに遠い問題である。 
 
機能ナノ構造の予測と設計を可能とする理論、モデル化および計算の能力を開発す

ることが重要な目標である。これは、広範囲の重要なエネルギー応用のための新しい

材料の合理的な設計を可能とする。 
以上 

(出典)  
Nanotechnology Initiative Grand Challeng Workshop, 2nd Edition, June 2005 

    Nanoscience Research for Energy Needs, Report of the March 2004 National  
http://www.nano.gov/nni_energy_rpt.pdf,  pp30-35） 
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