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【産業技術】  ナノテク  

ナノスケール材料の組み立てと構造様式（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 6－ 
 
1．はじめに 

次の十年間にわたって、エネルギー応用の必要性を満たすには、現在の最先端技術

と考えられるものをはるかに越える機能性と効率性を持つナノ構造化材料の新しいク

ラスを必要とする。必要とされる機能と到達可能な構造様式の間の繋がりを提供する

ためには研究が必要である。 
 
更に、あらかじめ計画された構造様式の組み立てへの斬新な戦略は、最初は少量で

あろうが、やがてバルクでこれらの構造様式の組立てを可能にするために必要となる。

ナノスケール構造様式が、中期・長期の両方でエネルギー応用に対して必要とされる

能力を提供するためには、高い技術的障壁を克服する必要がある。 
 
次の十年間にわたって、ナノ構造化材料の特性およびこれらの材料の組み立てのため

の方法に関する基礎的研究への投資は、以下の能力を可能にする方法の開発を求める。 
 

1). エネルギー応用の並外れて斬新な材料特性を達成するナノスケール構造様式の予測 
この取り組みは、以下の項目の効率を大きく改善することを可能にする斬新な機能

性を備えた材料の設計を求める。 

- エネルギー輸送 
- エネルギー貯蔵 
- エネルギー変換 
- エネルギー生産 
 

2). 希望の機能を示すために予測される構造の組立てを可能にするために、ナノスケー
ルでの材料構造様式の適切な制御。 

 
3). 希望の機能性を示すために予測される構造のコスト効率の良い組立てを実行する
ためにプログラムされた組立工程の開発。 

 
4). エネルギー応用と必要性に取り組むマイクロおよびマクロ規模のシステムへナノ
スケール能力を統合するアーキテクチャ工学。 

 
ナノ構造化材料の全面的な取り込みは、これらの材料特性の最適利用のためのマク

ロ・システムの再設計を促進する。 

< 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970号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/970/



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.970,  2006. 1. 11 
 

59 

 
2．最先端 

生物システムは、ナノスケール構成要素のプログラム組み立てが複雑な機能的構造

へ統合することを可能にし、またマクロ規模のシステムに応用できるという原理実証

を提供している。ウィルス粒子の設計組み立てに関する研究は、ウイルスに結実する

プロセスの論理に対する洞察を提供している。 
 
生物システムは、自己集合の概念の起原であるが、最も複雑な生体分子システムは

より大きな度合いの制御性が適用できるプロセスを通じて組み立てられている。これ

はしばしば、組立プロセスの一部分を誘導したり触媒作用を及ぼす付属タンパク質の

関与が必要とされる。 
 
ウィルスのタンパク被膜や他の生物構造の組み立てを調べることによって、複雑な

構造様式の組み立てをプログラムする生物システムの能力にとり重要な一連の原理が

識別されている。 
 
重要な原理としては以下のものを含んでいる。 

- 制御された構造の切り替え(個々の部品が相互作用能力の切り替えを可能にする) 
- 線形的進路による構築(自動車にホイールを付ける前に車軸を組立てるように、 
出来事の順序のプログラム) 
- 組み立て部品からの組み立て(多重の長さ規模にまたがる) 
- 異なる構造を構築する共通構築ブロック(合成や製造での効率に寄与) 
- 形状決定のための鋳型やジグを使用 
- 段階的組み立て(組み立て部品が適切なシーケンスで加えられることの確認) 

 
3．分子レベル組み立ての完全な制御の達成 

生体分子システムは、ナノスケール粒子(例えばタンパク質)が複雑で機能的な巨大分
子機械を形成するために自己集合する組立プロセスの絶妙な制御能力を持っている。

生体模倣あるいは自己集合化システムを使用するこのプロセスを模倣する試みは、多

層 2次元ナノ粒子配列やナノ構造化材料を含む膨大な機能開発に結びつく。 
 
これらの構造の多くはエネルギーの必要性へのナノテクノロジー応用にとり重要な

特質を持っているが、究極のゴールである分子レベルでの構造様式の完全な 3 次元コ
ントロールには不十分である。このことには、生体高分子の特性に照らして理解でき

るいくつかの理由が存在する。 
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ナノスケール構造様式の完全な制御は、構造を完全に再現する能力から開始される。

究極のゴールは自己集合あるいは制御された組立プロセスを使用する大規模なパラレ

ル合成である。同一のナノ構造構築の必要条件は、構築する構造に対応した構造部品

が互いに一致していなければならないということである。 
 
無機のナノ粒子足場に基礎をおいた構造は、互いに完全に同一である粒子個体群を

作成することが現在不可能であるという事実が問題である。巨大な数の同一な生体高

分子は、容易に合成することができ、ナノスケール構造の組み立て用足場としてその

潜在的な有用性を示している。 
 
ナノスケール構造様式制御に必要な第二の問題は、高い特異性を持ったまま堅く結

合し相互に作用する表面を設計する能力である。相互に作用する表面の設計は分子生

物学の能力を越えているが、希望する結合特性を持つ分子が選択できる分子の組合せ

ライブラリを作ることは可能である。 
 
このアプローチは、免疫系や種々様々のバイオテクノロジー応用のためにうまく機

能している。さらに、他の生物システムだけでなく広範囲の無機材料に堅く結合する

生体分子選択のためにもうまく機能し始めている。希望する形状や結合の特異性を持

つ生体高分子から構成された構造部品を設計し構築することや、有機・無機部品の両

方を組込むナノスケール構造へ組立てることがまもなく可能になる。 
 
現在、純粋な合成物やナノ/バイオ混成システムの組立工程を探求するに際して、多

くの進歩が達成されている。例としては、液晶、ラングミューア－ブロジェット、脂

質二分子膜、量子ドットアレイ、離液性システム(ブロック共ポリマー)およびタンパク
質や DNA 構造内のナノ結晶のポジショニングなどを含んでいる。例えば、離液性組
み立ては、産業用触媒として既に一般に使用されているメゾポーラスシリカ構造を組

立てる鋳型に利用されている。 
 
これらのシステムの組み立ては、親水性/疎水的相互作用、局所機械歪み勾配および

分子鋳型相互作用により行われている。たとえ、これらの相互作用の理論的基礎が多

くの場合に十分に確立されているとしても、多体組立工程に起因する構造や特性を予

測する能力は、あまり開発されていない。 
 
自然のシステムが適切なナノスケール構造を適所へもたらすために、必ずしも拡散

に依存するとは限らないことに気付くことは興味深い。実際、多重スケール構造様式

の適切な場所へナノスケール構造を輸送するために、ナノスケール機械(モータータン
パク質)が使用される。非常に最近の研究では、大規模構造様式内の量子ドットを輸送
する手段として、モータータンパク質の利用が研究されている。 

 

< 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970号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/970/
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この研究はまさに初期段階にあり、生体システムにおいて利用可能である仕組みを

極度に借用しているが、結果は既に自己補修やシステム適応構造様式についての理解

に寄与している。 
 
自然がナノスケールのものからのすべてを構築するといって、すべての材料で同じ

ことをするべきであることは意味しない。フォトリソグラフや他のパターン化ツール

は、ボトムアップ組み立てとの組み合わせにより多重規模の構造様式を構築するため

に使用することができる。 
 
実際、マイクロやマクロ規模の構造様式内でのナノスケール組み立ての組合せは、

初期の応用に占められるだろう。例として、力学的な仕組みのエネルギー効率は、摩

擦や摩耗の減少により大幅に増加する場合がある。この問題は、界面の張力が力学的

反応を支配するマイクロ規模の仕組みで劇的な結果をもたらす。 
 
現在の微小電気機械システム(MEMS)の最先端の状況は、可動部品間の直接的付着

や接触を防ぐために厚さ約 2nmの有機分子層を利用する。この場合、ナノ組み立ては
マイクロ規模デバイスの構造様式の性能を向上させる。しかしながら、もし、例えば

表面エネルギーの調節による、ナノ組み立ての多機能特性が設計原理として使用され

れば、結果としての機械構造様式は想像することができる。 
 
多機能ナノ材料の究極の価値は、工学システムの構造様式に影響する仕方に見られ

るかもしれない。今日、限定された数のナノ構造化材料が存在する、しかし、その多

機能システムの設計は僅かしか研究されていない。しかしながら、ナノに刺激された

システム構造様式は既に発展し続けている。例えば、ナノスケールでは非常に効率的

になされている、エネルギー輸送機構は、電気エネルギーを可視照明に変換する新し

いアプローチへ導いている。 
 
エネルギー・システムは本質的に多重規模の構造様式を必要とする。例えば、エネ

ルギー変換はナノスケールで最も良く行われる電荷分離を多く含んでいる。光起電力

応用、バッテリーあるいは熱電素子であろうと、その電荷はマイクロ規模でまたマク

ロ規模でさえも、収集し分配されなければならない。同様に、反応中心の原子と分子

の詳細な位置や配置を含んで、触媒作用は本質的にナノの規模である。ナノ規模領域

の内外へ化学供給材料や反応生成物を移動させる要求は、またしても多重長さ規模の

構造を必要とする。 
 
残存する重要な問題としては、 

- どの機能領域がナノスケール材料構築により達成することができるのか、 
- 新しい機能を生成するために、ナノ部品の小集合をどのように組合せ配置すること
ができるのか、などがある。 
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4．困難な問題 

－理論とモデル化 

ナノスケール材料は、バルクの材料特性に基づいては予測されない広範囲の特性を示す

ことが理解されている。可能なナノスケール材料宇宙の探求は、有用な新素材になると考

えられる広大なパラメーター空間のために大きな挑戦を提示する。 

 

ナノスケール材料の特性予測への理論的アプローチは、希望する機能を提供しそうな構

造様式を予測するために必要である。同様に重要なのは、組立工程の制御に関与するエネ

ルギー景観を形作るための概念的アプローチである。 
 
－生体分子の統合 

生物や化学および材料物理の間の接合点は、新しい機能材料の発見や開発に肥沃な

土地を提供する。残念ながら、組み立てや機能の基礎となる原理についての限定され

た我々の理解度のために、この活動領域でなされた新素材開発へのほとんどの進展は、

発見に基づいてきた。この基礎的理解を発展させることが、材料科学社会が今後数 10
年に直面する壮大な挑戦の 1つである。 

 
バイオミネラル化作用は、これらの機能要件を解決する材料を生産するために、生

物が結晶化に対して生体分子の制御を利用するプロセスである。既存の結晶化理論は、

これらのプロセスを理解する枠組みを提供するには完全に不適格であるが、バイオミ

ネラル化作用を模倣する方法の開発は斬新な材料の広範囲な生産に導くことができる。 
 
細胞の多くの機能を実行する分子機械は、巨大複合分子のプログラム組み立てによ

って形成される。これらの構造は、自発的にあるいは組み立てにエネルギーを消費す

る付属タンパク質との相互作用により、高い忠実度で組み立てられる。 
 
無機材料は、ナノ構造のボトムアップ組み立て用足場の役割をするためには適して

いない。ボトムアップ組み立ては、構造要素の形状が完全に定義されることを必要と

する。また、大量のパラレル組み立ては、お互いが実質的に一致する極めて多数の粒

子を生産する能力の必要性を意味する。無機材料から形成されたナノ粒子は、このレ

ベルの精度で作り上げることはできない。 
 
しかし、ボトムアップ組み立ての特性は多くのタイプの生体高分子に固有である。特

にタンパク質は、自身をナノ構造の構造部材の好ましい候補にする特性を持っている。 
例えば、 

- タンパク質は大きな機械強度を示す。 
- 無機表面に強く結合するタンパク質は大きな組合せライブラリからの選択を通じて
識別することができる。 
- 互いに強く結合するタンパク質もこれらのライブラリから選択できる。 

< 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970号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/970/
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- タンパク質構造部材の形状はＸ線結晶学を使用して正確に決定することができる。 
- 一度作り上げられたタンパク質を含むハイブリッド構造は、強化するために化学処
理したり、または互いに関係するナノ粒子の位置を変更せずにそのタンパク質を削除

することが可能である。 
 

5．実現戦略 

非常に広範囲の機能特性を示すナノ構造を組立てるために生物システムの巨大な潜

在力を利用するには、真の学際的アプローチが必要とされる。恐らく訓練がこの分野

における進歩への最も大きな障害であろう。 
 

生物学者と材料科学者は、通常極めて異なる種類の問題を求められるように訓練さ

れている。すなわち、生物学者は、ナノデバイスの機能性の提供にとって重要な材料

特性については訓練されておらず、材料科学者は、生物学的アプローチを利用するた

めに必要な分子生物学のツールや技術をほとんど知らない。 

 

組み立ての機構や有機・無機の界面を研究するために、学生の共有を通して、分子

生物学者および材料科学者の協力を促進する革新的な資金提供の枠組みが、この問題

への草の根的アプローチを提供するかもしれない。交互に、休養年制度(サバティカル)
やビジター任務による熟年科学者の相互教育は、さらにこの重要な知的融合を効果あ

るものにさせる可能性を持っている。 
 
6．科学技術インフラの必要性 

組み立てや構造様式ならびに生体－無機界面の理論や実験研究の発展を可能とさせ

るインフラストラクチュアは、この界面に存在する巨大な可能性の利用にとって重要で

あろう。密着する分子生物学や材料研究の両方の資源を含んでいる施設の発展は、極め

て異なるツールの組み合わせを必要とする実験を可能にし、また科学者を非常に異なる

タイプの専門技術に結び付けるという両面により、進路を大きく前に向けて促進させる。 
 
ナノ構造化材料や粒子の特性評価用計測の通常の配置に加えて、作成されたナノ構

造の形状を調べるための最先端技術の透過型電子顕微鏡を開発することが重要である。

組立工程中で作られた構造の形状をできるだけ完全に評価するにはＸ線および中性子

散乱によって大きく前進できるであろう。 
 
計算アプローチは、ナノ構造の物性を予測し、かつ組立工程のゴールである最適な形

状を決定するために、大規模なコンピューターパワーを必要とする。実際の構築物の物

性の実験的決定と理論的予測の間のフィードバックは、ナノ構造設計原理の前進する進

歩を助けて、ナノ構造特性予測へのコンピューターアプローチの最適化を支援する。 
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7．結論に加える優先事項 

生体分子システムは、ナノ構造およびナノ構造化材料のボトムアップ構築のための

モデルとして役立つ大きな可能性を持っている。それらは、ナノ構造化システムのボ

トムアップ構築を導く一連の方針を展開させる根拠を提供し、複雑なナノデバイスの

構築に向けた一つのステップとして、無機ナノ粒子配置用の足場としての役割をする

ことができる。 
 

また、それらはいくつもの理由からナノ構造単位としても大きな潜在能力を持って

いる。巨大な数の互いに完全に同一の生体分子を作成することができる。 

 
更に、任意抽出された生体分子の巨大な組合せライブラリーを作ることができる。

そしてそのライブラリーから、特定の分子ターゲットへの高い類似性を示す分子を選

択することが可能である。 
 
一度、希望する特別な結合を持った分子が識別されれば、分子生物学の簡単なツー

ルを使用して正確に巨大な数量を再生産することができる。 
 
材料科学は、ナノ粒子の特性を予測し、かつ希望する機能を持つ構造に関して誘導

する潜在能力を持っている。さらに、材料研究の特性評価ツールの多くはバイオ無機

システムに適用可能である。 
 
組み立てへの技術的アプローチを効果的にするために生物システムの可能性を十分

に利用することは、分子生物学と材料科学に関与する研究者や学生の間の協力を促進

する断固とした努力が必要である。可能なアプローチは、彼等を共有の施設に集め、

学際的な訓練や手段を提供することであろう。 
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,  pp36-43） 

(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 967号「ナノ材料の拡張可能な合成」、 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/967/967-15.pdf 
・NEDO海外レポート第 969号「エネルギーナノサイエンスの理論・モデル化・シミュレーション」、 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/969/969-18.pdf  
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