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【産業技術】  ナノテク  

ナノ材料の拡張可能な合成（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４－ 

 
１．ナノ材料の特異性 

バルク材料には容易に存在しない新しい機能性を加えることができる可能性がある

点からナノ材料は重要である。これらは以下の点から生じる。 

(1) 高表面積(大きな比表面積)、 
(2) 量子サイズ効果が現れる小さい寸法や高縦横比や縮小した次元数の形状がもたら
す新しい固有特性、 

(3) 一方向性をもたらしてエネルギー輸送の損失を最小化する密接なナノスケール結
合、などである。 

これらの新しいナノの機能性は、バルク材料にはない電気的・熱的伝導度、電界放

出および触媒の担体や気体吸着特性を提供することができる。従って、機能的なナノ

材料の合成は、エネルギーの挑戦に対応するために必要なブレイクスルーとなる発見

や真に革命的な開発を引きおこすユニークな可能性を提供する。 
 

２．合成目標 

機能的ナノ材料の合成、すなわち、必要とされるマクロ規模で非常に向上した特性

をもたらすことができる材料システムは、品質、数量、多様性ならびにナノ材料の設

計と組み立ての統合で相互に関連した挑戦が必要となる。 
 

－ 品質の挑戦は、十分に高い純度を持った無欠陥のナノ材料を合成することを要求す
る。その最終的な特性は信頼性を持って測定し正確に知ることができる。それにより、

その後の合成を制御し向上した特性をもたらすために材料システムを設計するための

基本データを得ることができる。 
－ 数量の挑戦は、開発、評価および高品質ナノ材料の経済的に大規模な生産のための
容易に拡張可能な合成方法の最適化を必要とする。 
－ 多様性の挑戦は、潜在的に利用可能な向上したナノ材料特性のライブラリーを効率
的に調査し拡張する方法の研究開発を必要とする。現在のライブラリーは小さく、広

範囲の潜在的なナノ材料のほとんどは未調査である。 
－ 統合設計と組み立て(あるいはナノからバルクへ)の挑戦は、マクロスケールで非常に
向上したナノスケール特性を示すシステムあるいはアーキテクチャへナノ材料の連続(あ
るいは、できれば同時実行の)組み立てに適合する合成方法を開発することを必要とする。 
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これらの目標で、マクロスケールへそれらを結合する一方、ユニークなナノスケー

ル特性を維持する組立て／加工およびシステム設計技術に結びつく、実際的なナノ材

料の合成のために基礎研究が明らかに重要で必要となる。したがって、ナノ材料合成

は、どこで必要であるかに対してどこで有効であるのかとなる。 
 

３．ナノ材料合成のビジョン 

上に記述された必要性と比較して、ナノ材料合成の現状を以下のように要約できる。 

(1) 成長過程中に、その場での光学・分光診断の限定的利用から価値のある洞察が得ら
れている、 

(2) 評価(特性測定)および新しい材料の実験研究からの比較的緩いフィードバックが
ある、そして 

(3) ナノ材料合成を理解し改善するための理論およびモデル化からのより緩やかなフ
ィードバックがある。 

重要な 3つの結論は、 

1. ナノ材料の合成および成長メカニズムを理解するためのその場での時間分解診断
法は、非常に価値があると判明している。特にその場でのモニタリング技術のための

投資は、合成を理解し制御する際に期待以上に大きな成果を得ることがある。 
 

2. 最適化されたナノ材料を設計する可能性はまったく存在しない。高速コンピュータ
ー上の計算ナノ科学で進行中の進歩を利用することにより、向上したナノスケール特

性を持った実際的な材料組み立ては、やがて、理論、モデル化およびシミュレーショ

ンで支援されることにより、この欠点が指摘されるだろう。モデル化およびシミュレ

ーション(設計による材料に結びつく、多重スケールモデル化と仮想合成)および組立て
／加工技術の時間分解その場診断の並行開発は、複雑な自然の設計ナノ材料システム

の合成の理解および制御において不可欠である。 
 

3. 潜在的に利用可能な新しく斬新な特性を持ったナノ材料の広大な空間を、より迅速
に探索する必要性が特にある。次のものの開発により、この探索を非常に効率的に遂

行することができる。 
 

(a) 合成の結果を素早く評価することができるように、その場での特性測定およびサン
プル操作と画像化を組み合わせる評価方法、 
(b) 実験的に探索されなければならない空間を限定して、斬新な材料の探索をガイドす
るコンピューター技術である。 

 
これらの認識は、多分まだ限定されているが、合成  → 評価 → 理論／モデル化／
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シミュレーション → 設計 → 合成 へと繰り返す密接に結合したループの重要なス
テップとして合成の展望につながるであろう。合成、品質、数量、多様性および統合

設計での目標に合致するまでこのループが繰り返し旋回される。 
 

４．合成研究の方向 

ナノ材料のエネルギーへの影響力には 2つの重要な根本的テーマがある。 
 

1. DOE 基礎エネルギー科学諮問委員会からの最近の報告書での多数の研究勧告の中
で、極限環境(特に高温)での材料の劣化は、低いイニシャルコストと長い運転時間を持
つ新しいエネルギー源開発への厄介な障害であるということが潜在している。従って、

プロセスは発見されなければならない。そして、より低温で作動できるシステムが開

発されなければならない。 
 

2. ナノスケール自己集合を含む材料を作り上げる新しい方式を構築することによっ
て、革命的な進歩の可能性がある。 

 
このセクションでは、米国のエネルギー安全保障に潜在的に最も高い影響を及ぼす、

ナノ材料合成に関する研究のいくつかの方向を識別する。 
 

・カーボンナノチューブ材料の合成 

カーボンナノチューブは、その注目すべき、電気的、光学的、また機械的性質から、

強い関心をもたらした。単層カーボンナノチューブ(SWNT)あるいは"バッキーチュー
ブ"は、すべての新しいナノスケール材料の中で最も有名なものである。SWNTは、最
も単純には 6 角炭素環のポリマーあるいは純粋炭素から構成された単一巨大分子と考
えられる。その特性は、初期の奇跡のポリマー、ナイロン、ポリプロピレン、ポリエ

ステルおよびケブラーなどをはるかに越える。このように、SWNTは、最終的に世界
中の化学工場で 1年当たり数 100万ポンドのレベルで生産されることが期待されてい
る。カーボンナノチューブは、各々の成長中のチューブの端へ付けられたナノスケー

ル触媒粒子に接する、一酸化炭素、メタンあるいはメタノールのような廉価なカーボ

ン供給材料により成長する。最初の商用アプリケーションは数年以内に期待されるで

あろう。 
 
有名なバッキーチューブは、恐らく鋼よりも 100 倍以上の引張強さを持ち、信じら

れないほどの強度があると予想されている。この大きな強度が、重要な応用を持つ非

常に強く軽量な材料へと導く、しかし、その第一の最も決定的な性質は、この新しい

バッキーチューブが電気を導くということである。 
 
カーボンナノチューブはそれぞれ、直径およびその"キラリティ"(あるいはねじれの
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量)を特定する 2つの整数 nと mによってユニークに識別される。 
－ n = mの場合、チューブは金属の一次元量子導体である。 
－ n－mが 3で割り切れる場合、チューブは半金属である。 
－ それ例外の場合は、ガリウム砒素に似たバンドギャップを持つ直接バンドギャップ
半導体になる。 

 
機械的、電気的、そしてバッキーチューブの光学的性質の組合せは、その非常に高

い熱伝導性と共に、将来のエネルギー・システムの中で多機能の材料として広範囲な

使用に結びつくと予想されている。 
 
ナノチューブ合成における影響の大きい研究の重要な問題は、nと mが同じ値を持

った SWNTの生産に対応して、その直径、長さおよびキラリティの完全な制御により
生産する実用的方法を確立することである。その挑戦は、低価格で 1 年当たり数 100
万ポンドを生産するために拡張できるプロセスと共に、石炭から作られた合成ガス

(CO+ H)のような安い供給材料からこれを作ることである。これはバッキーチューブ
の送電線の製作を可能とする。ケブラーに似ているプロセスにより連続糸として紡が

れた全バッキーチューブ炭素繊維は、6 分の 1 の重量で銅より高い導電率を持つと予
想される。 

 
電流がファイバーを通過して行く時のこの高い電導性は、一方向性の量子波ガイドと

しての役割をする個々のチューブを通る電子の非常に効率的な伝搬と、チューブからチ

ューブへ電子の効率的な共鳴量子トンネル効果の両方に由来する。この挑戦の結果は、

大陸間同士の距離にわたって廉価で、非常に高効率(低損失)である大規模な電力送電の
基礎を提供する。地球規模のバッキーチューブ電力グリッドは、太陽エネルギーを電気

に変換するためのコスト効率の良い太陽電池と結合して、クリーンでカーボンフリーな

エネルギーの提供や、また同時に、地球の太陽が当たる側で電気を連続的に発電するこ

とによりエネルギーを貯蔵する必要性を減らすことに向けて大いに役立つ。 
 

・ナノ結晶の合成 

合成化学の進歩によって緊密に分散した量子閉じこめ効果を示すほど十分に小さな

様々なナノ結晶を作ることができる。ナノ結晶のサイズを調整することによって、光

学的特性のような重要な物理的性質を調整することができる。 
 
合成における最近の重要な進歩はナノ結晶超格子の実証があった。特異的特性を持

ったナノ結晶は、熱力学的に好ましい条件下で突然に形成するナノ結晶の秩序配列で

ある超格子を形成するために自己集合化する。このモジュール組み立て技術を使用す

ると、調整可能な特性を持った様々なナノ結晶を選択し組合せることができるツール

キットを想像することができる。一つの例は、半導体ナノ結晶(量子ドット)および磁気
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ナノ結晶を組合せることによって、1 つの材料へ相補的な磁気的・光学的性質を導入
することができる。 

 
・バイオ－ナノ・ハイブリッド材料の合成 

生物学アプローチの利用は、エネルギー問題に関連する材料を合成する興味ある新

しい方向を可能にする。この挑戦の可能性の 1 つの例は、機能的に統合されたハイブ
リッド接合半導体(ナノ粒子－生体分子)に基づいた人工の光化学エネルギー変換のた
めの新しいアプローチを創出することにある。生体分子接合半導体は、エネルギー収

集およびその後の化学／電気変換を実行する方法において優れている。 
 
アルゴンヌ国立研究所では、自然の光合成で主要な光誘導電荷分離作用を模写した

半導体に基づいた人工光合成システムの新しいファミリーを作り出した。機能的ハイ

ブリッド材料のこの新しいクラスは、生物分子の認識特性と無機材料の頑強性および

光感応性を組み合わせた特別に設計されたナノ粒子から構成されている。その合成に

は、金属酸化物ナノ結晶粒子の表面はそのバルク材料と異なり反応性の高い未組織の

表面によって特徴づけられるという発見を利用している。 
 
このアプローチを利用して、TiO、ナノ粒子と DNA オリゴヌクレオチドのハイブリ

ッド接合が合成された。それによって、半導体の固有特性を変更し、新しいハイブリッ

ド分子軌道を生成する。したがって金属酸化物ナノ粒子の光学的特性を全可視部の至る

所で調整可能にできる。さらに、自然の光合成のように、このハイブリッドナノ結晶は

完全に分離された電荷の弱い電子結合を広げて、効率的な電荷分離の拡張に道を開く。 
 

・より複雑なナノ材料の合成 

米国のエネルギー安全保障への大きな影響力の可能性を持つ分野は、機能的ナノ材

料のライブラリを拡張することである。例えば、材料のペロブスカイト酸化物ファミ

リーは、高温超電導、巨大磁気抵抗効果、強誘電性および圧電気動作を含むバルク相

での種々様々の興味ある特性を示す。 
 
最近、いくつかのグループはナノ材料のこの重要なクラスの合成のための戦略を調

べ始めた。この分野での最先端技術の 1 つの例は、3 重ペロブスカイト酸化物ナノ材
料合成における最近の進歩である。固体状態合成アプローチを利用して、高誘電率酸

化物 SrTiOのよく分散したナノ立方体や強誘電体 BaTiOのナノワイヤーが作られた。 
 

・組合せの技術および高度並列ソート 

重要な合成の挑戦は、非常に向上した特性あるいは特に有用な特性の新しい組み合

わせを持つ比較的少ない相を明らかにするために、新しい組成あるいは構造を持った
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材料を迅速にかつ効率的に探索することである。 
 
ナノ材料についてのさらなる挑戦は、合成のための条件を最適化し、品質と重要な

特性を維持する一方で、エネルギー応用に必要とされる数量を生産するための拡張し

た方法を開発することがある。迅速な選別を可能とすることができる合成プロセスの

例は、複合酸化物のパルスレーザ蒸着(PLD-CCS)を使用して、フィルムを合成する連
続合成塗布方式がある。 

 
・水素貯蔵ナノスケール材料 

ナノ材料合成技術は、水素貯蔵のために好ましい能力を示す新しい材料への経路を

提供する。次の例は、単層カーボンナノホーンの可能性を示す。1998年に発見された
単層カーボンナノホーン(SWNH)は、短く(およそ 50nmの長さ)、不揃いな(直径 3nm
まで)カーボン細管であり、その終端は円錐に近い。穏やかな酸化や他の方法が容易に
それらを開くことができ、極端に高い表面積(1,000 m2／グラム、エーロゲルに類似)
および水素貯蔵のための数多くの可能な吸着場所を提供する。 

 
日本における最近の研究は、非常に小さな(およそ 2nm)白金触媒ナノ粒子の凝集を

防ぐことに成功している。金属触媒があっても無くても SWNHは生産でき、応用のた
めに加工する際の潜在的に大きな多様性を提示している。水素貯蔵のために、追加触

媒の有り無しにかかわらず、その使用を調査し最適化するために基礎研究が必要であ

る。そのような研究は、さらに、メタノール基盤燃料電池の触媒担体としてその潜在

性を促進する。 
 

・有機材料 

有機材料から作られたエレクトロニクスは、脅威低減に対応するセンサーや省エネ

ルギー屋内照明への新しいルートを提供する。有機材料はそのナノメータ規模の分子

構造から機能性を引き出す。このような分子織込みは、これらの材料に機械的柔軟性、

分子的多様性のようなユニークな特性をもたらす。 
 
有機デバイスは多結晶形式で容易に合成できる。しかしながら、その性能は低い電

子移動度によって制限されている。例えば、電子移動度は、重合体あるいは多結晶フ

ィルムから作られた有機発光ダイオード(OLED)の発光効率を制限する 1 つの要因で
ある。他方では、単結晶プロセスの急速な進歩は、電子移動度への不純物および形態

論的欠陥の役割の理解に向けて新しい道を約束する。 
 

・機能性バルクナノ材料 

ナノ材料がなす重要なことはバルク材料にも同じような役割を果たす。ナノ科学や



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.967,  2005.11. 16 

76 

ナノスケール相は、より良いまた完全に新しい機能的バルク材料の開発に大きな影響

をもたらす。機能的バルク材料は、エネルギー発生およびエネルギー利用システムの

両方に重要な構成要素である。構造部材から磁石、フィルターおよびワイヤーまでに

及ぶ応用は、ナノスケール応用による利益の多数の例を提供する。しかし、今後の可

能性はこれらを越え、ナノスケール粒度を保持して関連する特性の向上あるいは新し

い特性をマクロスケールレベルで示すバルク材料の開発をもたらす。合成物でさえも、

ナノ粒子やナノチューブの使用が改善した特性と機能を持った材料を生産できる大き

な可能性がある。 
 
潜在的な影響は広い、活動的な環境(例えば、高温や高輻射)でのより長寿命の材料、

改善されたエネルギー蓄積(バッテリーと燃料電池)、磁石用機能材料(バルク磁石の使
用が電動機や発電機において浸透している)、そして多数の新しい材料が再生可能エネ
ルギーに挑戦する。より大きなエネルギー効率は、高温に耐えることができる材料や

軽量の材料の導入に由来する。核融合や次世代の安全な核分裂反応炉の多くの技術的

な障壁は、よりよい材料を開発することを要求する。ナノサイエンスは、これらの困

難な技術的挑戦への答えをうまく提供するであろう。 
 

－エネルギー応用のためのバルク材料特性のナノスケール強化 

バルク材料へのナノサイエンスの応用例は、最近のフェライト酸化物分散強化

(ODS) Fe-12Cr-3W-0.4Ti+0.25Y2O3(wt%)合金の開発がある。それは、劇的にその機
械的性質を改善する 2次安定ナノ相(直径 4nm未満)を持っている。原子プローブ解析
は、これらのナノクラスターが基質の組成と比較して、Ti、O および Y が豊かである
ことを示している。更に、これらのクラスターは、室温および高温で非常に効率的に

合金を強化する。 
 

５．実現戦略 

ナノスケール材料が米国のエネルギー安全保障に影響力を及ぼすことを可能にする

ために、合成、評価、理論および設計の間の相互に連結した迅速なフィードバックル

ープを実現しなければならない。これは、合成、材料特性評価、理論およびモデル化

を支援し、かつそれらを結合させることを要求する。 
 

－合成イニシアチブ 

大学の分散した合成実験室と協力する国立研究所の中核的研究機関ネットワークを

含んで、合成科学を支援する米国の国家イニシアチブがなければならない。このネッ

トワークは、合成研究者への材料分析のための基本的特性評価ツールを素早く利用可

能とする。 
 

－高度評価ツール 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート967号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/967/
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有望な材料が合成ネットワークからの基本的特性評価ツールを通して識別された後

に、斬新なナノ材料の真の見込みを探求するさらに高度な研究の必要がある。これは、

個々のナノ材料および例えば高圧下のナノ触媒や電子を切り替える個々のナノチュー

ブなどを含んで、動作中のナノ材料のナノ材料特性を調べることができる高度な中性

子、光子、電子基盤ツールを含む。 
 
－理論およびモデル化イニシアチブ 

最後に、ナノ構造化材料に対する予測的な計算機設計能力の開発と確認を試みる必

要がある。量子シミュレーションは、制御可能な定量的精度でナノ材料の特性につい

て描写し予測するために重要な基本的原理から微視的モデルを確立することができる。

相互作用する多くの粒子システムの最初の理論的成熟は、関連する数学的コンピュー

ター科学ツールの開発と共に、種々様々のナノ構造特性のシミュレーションを可能に

する。それによって、基本的原理から最適化された材料を設計し、また実験的に確認

することができる特異的特性を計算する可能性を開く。 
 

６．インフラストラクチャーの必要性 

設計されたナノ材料に必要な制御された拡張可能な合成規模を達成するために、動

作中のナノ材料の調査と同様に、その特性評価と大量生産を支援するためのインフラ

投資が必要とされる。 
 

－中性子施設、エネルギー応用のその場での時間分解中性子散乱研究  
新世代の中性子散乱機器を使用して、ナノ材料を、プロセス中に使用されているも

のやあるいはエネルギー応用中と同一の制御環境でまもなく評価するようになる。こ

れは、ナノ結晶相の時間および温度安定性の重要な直接的研究を可能とする。応力下

のナノ相材料構造の展開に対する洞察は、縮小する粒子サイズとともにしばしば観察

されている強化の起原を理解することを可能にする。重水素を含んだ金属試料に関す

る中性子散乱研究は、ナノスケール材料の脆化現象に対する洞察をもたらす。 
 
高温のバルク材料内のナノ結晶相の析出に関する非破壊研究が行うように、非晶質

の前駆物質からのナノ結晶材料の核生成と成長に関するリアルタイム研究がまた可能

になる。これらの基礎研究と平行して、多数の技術的に重要な研究がさらに可能にな

る。それらの中には、中性子回折および重水素を含んだサンプルを使って、ナノ結晶

材料の水素また炭化水素貯蔵の定量的試験、そして活性やナノスケール構造と触媒性

能の間の技術的に重要な関係の両方を理解するために、現実世界の応用環境中での触

媒に関する研究がある。 
 

－高輝度シンクロトロン光源 
個々のナノ材料を研究するために光子の適切な光束を提供するより高い輝度が必要
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である。そして電子あるいはフォトニックデバイス中の個々のナノチューブのように、

動作中のナノ材料に関する研究を可能にするであろう。 
 

－電子顕微鏡基盤技術 
先端的な電子顕微鏡ツールは、より高い解像度を提供することができる。また電子

光学の進展はより広い動作環境を含むことができ、電子顕微鏡技術へより多くの実験

を統合する。これは、さらに動作中の材料研究を容易にすることができる。 
 
 

－理論インフラストラクチャー 
材料評価施設に加えて、適切な理論インフラストラクチャーが、ナノ材料合成サイ

クルを支援する理論的研究のために構築されなければならない。 
以上 

 
(出典)  
    Nanoscience Research for Energy Needs, Report of the March 2004 National  

Nanotechnology Initiative Grand Challeng Workshop, 2nd Edition, June 2005 
http://www.nano.gov/nni_energy_rpt.pdf,  pp51-61） 

(参考) 
・NEDO海外レポート第 961号「エネルギーのためのナノサイエンス探求 その１」、 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/961/961-15.pdf 
・NEDO海外レポート第 962号「エネルギーのためのナノサイエンス探求 その２」、 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/962/962-14.pdf 
・NEDO海外レポート第 963号「ナノスケール材料による触媒」、 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/963/963-12.pdf 
・NEDO海外レポート第 964号「エネルギー担体を操作するための界面の利用」、 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/964/964-12.pdf 
・NEDO海外レポート第 965号「ナノスケール構造と機能のリンク」、 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/965/965-14.pdf 
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