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【個別特集】国際会議参加報告  
 

ICN&T2006参加報告及び欧州ナノテク最新動向調査（スイス） 
 

NEDO技術開発機構 ナノテクノロジー・材料技術開発部 
中村英博 八尾秀樹 

 
調査目的及び内容： 
 NEDOナノテクノロジー・材料技術開発部において実施するプロジェクトの評価に
向け、ナノテクノロジー全般の世界的位置づけや市場動向を把握し、同時にナノテク

ノロジー分野と深く関連する分析技術や表面制御技術に焦点をあてた調査を実施する

ため、スイス・バーゼルで開催された国際学会ICN&T2006 (International Conference 
on Nanoscience and Technology)に参加し、スイス国内の代表的な関連研究機関チュ
ーリッヒのETHZ (スイス連邦工科大学 チューリッヒ校）、EMPA(国立素材研究所)を
訪問した。以下に概要を記す。 

 
調査項目： 
(1) ICN&T2006 におけるプローブ分析技術に関する取り組み調査 
(2) ICN&T2006 における表面制御技術に関する取り組み調査 
(3)「パーソナルQOL (Quality of Life)システムのためのCNT (カーボンナノチューブ)
超高感度生体分子センサーの研究開発」の発表に関連した調査 

(4) ICN&T2006を通じてのナノテク全般についての調査 
(5) ETHZ (チューリッヒ工科大学）、EMPA(国立研究所：チューリッヒ)、バーゼル大
学における研究開発技術の調査 

(6) その他： 
 
調査報告 
1. ICN&T2006 におけるプローブ分析技術に関する取り組み調査 
展示会場では、スイスプローブ社が10nm 分解能の磁気力プローブ顕微鏡を展示し

ていた。世界トップレベルに迫る分解能である。このことから、ナノ機能合成プロジ

ェクトで世界トップを出した産総研をこれからもバックアップし、世界に先駆けた実

用化を応援していきたい。RHZ Technology 社（ミシガン州）は日本の(株)ユニソクと
共同で世界初の市販４プローブ超高真空STM 装置を開発展示していた。これは、ナノ
ワイヤー等の特性評価に有効と思われる。その他展示も含め全体的に、これまで順調

に拡大してきたSPM(Scanning Probe Microscope)市場も、そろそろ伸び悩みの時期に
入ってきた様子である。今後は、新たなアプリケーション、装置開発が市場活性化の

課題となると思われる。産業界からの参加も増えるとともに、ナノテクの応用が広が

り、この学会がより一層成長していくことが望まれる。 
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2. ICN&T2006 における表面制御技術に関する取り組み調査 
スイスCSEM がポスターで発表していたプロジェクトでのコーティング技術が非

常に興味深かった。CSEMはまさに、スイスの精密技術のセンターである。ここで行
われているプロジェクトはNaPolyde（nanostructured polymer deposition）と呼ばれ、
4年間のヨーロッパ集中プロジェクトである。コーディネータは、アルセロール社（ベ
ルギー）で 23 のパートナーからなるコンソーシアムからなる。その中にはEADS、 
Siemens、Saint-Gobain、Konarka、ST、Solaronix、SMB など 13 の企業がある。
予算規模は不明だが、欧州研究開発フレームワークプログラムFP６（2002～2006）で
実施され、毎月 2,540 名がプロジェクトで活動している。3つの主題を通じた挑戦を
ターゲットとしている。一つは、新プロセス（デポジション、測定装置、形態学のス

ケールアップ）、二つめは、新しい特性の発現（次世代機能として、高効率バリア、高

空隙率、反射防止、超疎水性）、最後は、最大インパクトへのターゲットをあげている。

すなわち、ブレークスルーしてマスマーケットのアプリケーションを実証することに

近づくことである。このプロジェクトで開発される技術は、将来ディスプレイ分野の

他、多用な分野で活用できる技術になると思われるので、注目していく必要があると

考えられる。 
これらは、ディスプレイ部材やその他光学部材に適用可能と思われる。このプロジ

ェクト外でもCSEMはパートナーを探している模様である。 
 
3. 「パーソナルQOL システムのためのCNT 超高感度生体分子センサーの研究開発」
の発表に関連した調査 
カーボンナノチューブを用いたFET (Field Effect Transistor)においてトップゲー

ト方式で２種のたんぱくのディテクトとその選択的センシングに成功したことについ

て発表した。我々はオリンパス(株)の安宅氏と共に阿部氏（写真 1，2）の発表を見守
った。発表資料にはNEDO のロゴも入れてくれていた。質疑では、シリコンデバイス
に比べてなぜカーボンナノチューブなのかとの質問が出たが、即答できなかった。そ

の理由は、そもそもカーボンナノチューブは寄生容量が少なく高感度であることであ

るが、トップゲートにすると、なお良いことの説明が難しかったとのことである。し

かしながら、AFM(Atomic Force Microscope)の発明者の一人でありノーベル賞候補者
でもあったStanford 大学のクエート氏が我々のところに来て、すごい研究だと絶賛し
てくれた（写真 3）。発表資料のデータファイルが欲しいとのことであったが、安宅氏
は丁重にお断りした。クエート氏はオリンパスの発表の本質を捕らえられており、こ

の研究で「これは、単電子トランジスタを用いたバイオセンサができるのだろう」と

本研究の本質を見抜くコメントをされた。また、日本のバイオ関連の小さな会社から

も是非アプリケーションで組みたいとの申し出があった。この様な発表後のやりとり

を見聞きし、インパクトのある発表であることが実感できた。 
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写真１ 発表するオリンパス 阿部氏      写真２ 発表後の阿部氏 

 
写真３ 発表後に駆けつけたクエート氏 

（オリンパス 安宅氏(左)、大阪大学 前橋氏(右)、Stanford 大学 クエート氏(中央後方)） 

 
4. 学会を通じてのナノテク全般についての調査 
本国際学会の参加登録者は、55カ国から 1410名を数えた。トップ 3は地元スイス

から 234名、日本から 198名、ドイツから 167名である。今年はSTM が発明されて
から 25周年、AFM が発明されてから 20周年の記念すべき年を迎えている。IBM チ
ューリッヒでSTM を発明したノーベル賞受賞者のローラー氏（写真 4）やビニング氏
（写真 5）がオープニングの招待講演を行うなど、その他何人かのノーベル賞受賞者
の講演も聴講できるまたとない国際学会であった。 
スイスは、精密機械技術から、MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）技術

へと移行し、今日ではSTM(Scanning Tunneling Microscope)や先に述べたAFM に代
表されるSPM 技術に絡むものをナノテクと位置付け選択と集中をしていることが肌
で感じられる学会であった。全世界に目を転じて見ると、ナノテクの国際特許出願は

12,507 件、論文発行数は 19,818 件にも昇るが、STM のそれは 53 件、13,741 件、
AFM 255 件、21,601 件と論文発行数に対する特許出願比率は著しく低い。しかし、
STM、AFM の論文数はナノテクをしのぐことから、基礎・基盤研究として世界レベ
ルで精力的に研究されていることがよく分かる。すなわち、これらは巨人の肩に乗っ

て先を見る技術として重要である。一方で、応用に関する研究は少ない。目的として

実用化を明確にした発表は企業がそのほとんどであり、材料開発ではナノ材料のハイ

ブリッド化がキーテクノロジーとなっている。 
本学会は盛況の内に終わり、次回は来年ストックホルムで開催される。 
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写真４ ローラー氏           写真５ ビニング氏 

 
5. ETHZ (チューリッヒ工科大学）、EMPA、バーゼル大学における研究開発技術の調査 
スイスの科学技術は、内務省（Department of Home Affairs）が管轄している。そ

の傘下には、ETH Domainという工科大学と国立研究所を統括するグループがある。
このDomain は、ETH Rat (Rat der Eidgenoessischen Technischen Hochschulen) と
いう諮問グループにより運営されている模様である。このグループのナノテク戦略担

当は、現在のところ不明である。そのグループのもと、２校の工科大学が存在する。

その一つが 
(1) スイス連邦工科大学 チューリッヒ校 （通称ETHZ） 
であり、もう一つが、 
(2) スイス連邦工科大学 ローザンヌ校（通称EPFL） 
である。この 2校のほかに、4つの国立研究所がある。そのうち、以下の 2つの研究
所でナノテク関連の研究が行われている模様である。 
(3) ポール・シェレール研究所(Paul Scherer Institute: PSI) 
  ― 素粒子・固体など広範な物理学やエネルギーの分野 

(4) EMPA ― 材料科学分野  
ここのCEO であるL. Schlapbach 氏は、スイスのナノテクの中心人物である。また、

EMPA でナノテクプログラムを統括しているのはDr. Hans Hug で、今回の
ICN&T2006 のステアリングコミッティーのメンバーでもあった。 
一方、民間ではIBM のチューリッヒやレシュリコンの研究所が活発である。  
大学での研究者は、Prof. C. Gerber とProf. H.-J. Guentherodt (バーゼル大学) が、

ナノテクの国家プロジェクトの立案にも影響力を持っている。 
今回、ETHZ を訪問しProf. Vahid と面談（写真６）、同日、EMPA を訪問しCEO L. 

Schlapbach 氏らと面談（写真７）し、ナノテクの実用化への考え方やナノテクの定
義などについて意見交換ができた。学会の最終日には、バーゼル大学のProf. 
Guentherodt と面会することができた（写真 8）。 
なかでも、EMPA が最も実用化へのアプローチに実績がある、ETHZ やバーゼル大

学は関連部署との横連携を図り基盤研究を進めている。 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.985,  2006.9.20 
 

40  

 

     
写真 6  ETHZ のProf. Vahid（右） 写真 7  EMPA の皆さんと      写真 8 バーゼル大学の 

                （左からDr. Schlapbach, 八尾、中村、  Prof. Guentherodt（右） 

Dr. Zimmermann, Mr. Gilgen） 

 
6. その他 
今回、バーゼル市内広場と国際会議場前にて、ドイツ教育研究省が主催しているナ

ノトラックが展示されていた。中に入ると、一般向けにナノテクノロジーを概説して

おり、ナノ粒子が入った磁性流体で遠隔から磁石により磁力線パターンを浮き立たせ

たり、表面処理された銅板の撥水性を展示したりと、身近にナノを感じさせる工夫の

展示がされていた。このトラックは、今年の 7月 1日のプローラをかわきりに、8月
31日のヴッペルタールまでの 2ヶ月間に 24カ所スイスとドイツの各都市を巡回する。
この様な企画は、一般の人にナノテク製品を受け入れやすくするのに一役を買うかも

しれない。また、上記国際学会で日本からICS 社が来年のナノテック 2007 への出展
を呼びかけるなど、ナノテク広報活動は今後も目が離せそうにない。 
 

   
写真９ ナノトラックとその企画担当のDr. Sauter 氏と          写真 10  ICS 社の出展 

 
 
7. 謝辞 
今回の出張に際し、在京スイス大使館、メスナー氏、ヴェンドラー氏に各研究機関

などとの調整をいただいた。心より御礼申し上げる次第である。 
今回の調査で得られた情報は、今後のNEDOプロジェクト運営管理や、新規プロジ

ェクト立ち上げ、ロードマップ改訂などに逐次活用していく予定である。 
                                    以上 
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＜参考＞ 
在京スイス大使館  
"Science & Technology Office" ：www.eda.admin.ch/tokyo_emb 
Contact e-mail：Dr. Felix Moesner, felix.moesner@eda.admin.ch 
 
スイス連邦工科大学 チューリッヒ校（ETHZ）：www.ethz.ch 
 
スイス連邦工科大学 ローザンヌ校（EPFL）：www.epfl.ch   
 
ポール・シェレール研究所(Paul Scherer Institute: PSI)： 
http://www.psi.ch/index_e.shtml   
 
EMPA：http://www.empa.ch/ 
 
EMPAのCEO、L. Schlapbach 氏のインタビュー記事（スイスインフォ）： 
http://www2.swissinfo.org/sja/swissinfo.html?siteSect=511&sid=6290775&cKey=1
147766001000 
 
IBMチューリッヒ研究所：http://www.zurich.ibm.com/ 


