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【材料・ナノテクノロジー分野(革新的材料・ナノテクノロジー)】 
【新エネルギー分野（太陽光発電）】等 
 
仮訳 
 

「ホワイトグラフェン」が高温下の錆を防止する(米国)  

ライス大学の研究者が、酸化から物質を保護する 6 方晶系窒化ホウ素のナノ薄膜を発見 
2013 年 10 月 7 日 

 
【ヒューストン】(2003 年 10 月 7 日)  6 方晶系窒化ホウ素(h-BN)の原子レベルの薄さ

の膜は、高温下でさえも膜下のものを酸化から保護するという役効用があることを、ラ

イス大学の研究者が発見した。 
 

時として「ホワイトグラフェン」と称される物質の原子 1 個又は数個の厚さの層は、

温度が最高摂氏 1,100 度(華氏 2,012 度)までの下で酸化、即ち錆から物質を保護し、十分

に産業利用が可能である。 
 
 材料科学者である Pulickel Ajayan 氏と Jun Lou 氏に率いられたライス大学の研究が、

本日(2013 年 10 月 7 日)、Nature Communications 誌にオンライン掲載された。 
 
 酸化防止は既にビッグビジネスとなっているが、ライス大学の研究所が提示した規模

の酸化防止に有効に取り組める製品はまだ現れていない。研究者は、規模拡大が容易（工

業生産用に適用が容易）な蒸着法を用いて、原子数個の厚さにすぎない大面積の薄膜を

製造する技術を見出した。 
 
 「これが 2 次元の材料にとって新たな可能性を開くと思います。」と語るのは機械工

学と材料科学の准教授である Lou 氏である。「誰もが電子デバイスあるいは光子デバイ

ス用のこうした材料について話題にしていましたが、これが大規模に実現されれば、広

範囲の利用が可能になるでしょう。」 
 
 タービンやジェットエンジンを始め、石油探査や海底など、薄さや軽量性が利点とな

る過酷な環境で、超薄の h-BN の保護が利用されるだろうが、損耗や摩耗が問題となる特

定のアプリケーションでは最適な厚さが必要となる、と Lou 氏は語った。 
 
 また、事実上透明なことから、太陽電池を風雨から保護するために利用可能である。

「基本的に、これは材料コーティングにとても便利な構造をしています。」と Lou 氏。 
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 研究者は、工業生産用に拡張可能なプロセスとされる化学蒸着法(CVD)を用い、h-BN
の小さいシートを作成した。最初に、ニッケル箔上に薄い物質を成長させ、それが高酸

素濃度の環境下で高温に耐えられることを発見した。また、グラフェン上で h-BN を成長

させ、h-BN シートを銅と鋼鉄に移動して同様の結果を得た。 
 
 「これらの層は超薄でありながら、これ程の高温に耐えられるというのは驚くべきこ

とです。」と Ajayan 氏は言った。「数ナノメートルの薄さで、完全な非侵襲性のコーテ

ィングをします。しかも、ほとんど場所を取りません。」 
 
 筆頭執筆者は、ライス大学ポスドク研究者の Zheng Liu 氏及び大学院生の Yongji Gong
氏である。共同執筆者は、ライス大学の大学院生の Lulu Ma 及びシニア主席研究員の

Robert Vajtai 氏、Wigner フェローの Wu Zhou 氏、オークリッジ国立研究所の staff 
scientist の Juan Carlos Idrobo 氏、アジレント・テクノロジー社の Jingjiang Yu 氏、シ

ンガポール国立大学のリサーチ・フェローでテキサス大学オースチン校のポスドク研究

者の Jeil Jung 氏、テキサス大学オースチン校 Sid W. Richardson Foundation Regents 
教授の Allan MacDonald 氏である。Ajayan 氏はライス大学の Mechanical Engineering 
and Materials Science and of chemistry の Benjamin M. and Mary Greenwood 
Anderson 教授である。 
 
The Army Research Office、the Office of Naval Research、ウェルチ財団、韓国機械・

材料研究所、国立科学財団、オークリッジ国立研究所及びエネルギー省が本研究の支援

を行った。 
 
 
論文のアブストラクト URL： 
http://www.nature.com/ncomms/2013/131004/ncomms3541/full/ncomms3541.html 
 
Twitter @RiceUNews でライス大学のニュース・メディアリレーションをフォロー 
 
関連資料： 
 
Ajayan 教授の研究グループ URL： http://www.owlnet.rice.edu/~rv4/Ajayan/ 
 
N3L の研究グループ(Lou 准教授)URL：http://mems.rice.edu/~jlou/ 
 
Rice technique points toward 2-D devices： 
http://news.rice.edu/2013/01/28/rice-technique-points-toward-2-d-devices-2/ 
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Hexagonal boron nitride sheets may help graphene supplant silicon：
http://news.rice.edu/2010/07/29/hexagonal-boron-nitride-sheets-may-help-graphene-s
upplant-silicon/ 
 
ダウンロード用画像： 
 

 
 
http://news.rice.edu/wp-content/uploads/2013/09/0923_HBN-1-web.jpg 
 

ライス大学の研究者は、1 原子膜厚の 6 方晶系窒化ホウ素(h-BN)のシートが、温度が

最高摂氏 1,100 度までの過酷な環境下で金属を（酸化から）保護できることを発見した。

最上段の画像は、高酸素濃度の環境下で高温に晒された後のコーティングされていない

ニッケルが酸化したもの。2 段目は、h-BN を 5nm の厚さでコーティングして同じ条件

に晒したニッケル。3 段目は、2 層、3 層、4 層及び多層の h-BN フィルムの電子顕微鏡

画像。下段は h-BN シートの窒素(明るい部分)とホウ素原子の 6角形の配列を示している。

(Credit: Zheng Liu/Rice University) 
 

 
 
http://news.rice.edu/wp-content/uploads/2013/09/0923_HBN-2-web.jpg 
 

ライス大学の研究者は、1 原子膜厚の 6 方晶系窒化ホウ素(h-BN)の薄膜が、温度が最

高摂氏 1,100 度までの過酷な環境下で金属を（酸化から）保護できることを発見した。

左の画像は、高酸素濃度の環境下で高温に晒された後のコーティングされていないニッ
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ケルが酸化したもの。左から 2 番目は、h-BN を 5nm の厚さでコーティングして同じ条

件に晒したニッケル。3 番目の画像は、2 層、3 層、4 層及び多層の h-BN フィルムの電

子顕微鏡画像である。右の画像は h-BN シートの窒素(明るい部分)とホウ素原子の 6 角形

の配列を示している。(Credit: Zheng Liu/Rice University) 
 
 

 

 
http://news.rice.edu/wp-content/uploads/2013/09/0923_HBN-3-web.jpg 
 
ライス大学の研究者が、6 方晶系窒化ホウ素(h-BN)が高温下で錆から金属を守ることを発

見した。上段の電子顕微鏡の画像は、高酸素濃度状態の摂氏 1,100 度の加熱炉で 30 分経

った後のコーティングされていないニッケル箔が酸化されたもの。下段は、同条件のニ

ッケルを透明な h-BN で 5nm の厚さでコーティングして保護したものである。(Credit: 
Zheng Liu/Rice University) 
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http://news.rice.edu/wp-content/uploads/2013/09/0923_HBN-4-web.jpg 
 
ライス大学の研究者が、6 方晶系窒化ホウ素(h-BN)の超薄膜が高温下で錆から金属を守る

と断言する。上段は、加熱炉で 30 分経過した後の酸化したステンレス鋼。下段は、同じ

温度下で h-BN のシートがステンレス鋼を保護したもの。(Credit: Zheng Liu/Rice 
University) 
 

 
 

翻訳：NEDO（担当 広報部 勝本 智子） 
 
 
出典：本資料はライス大学の以下の記事を翻訳したものである。 
“‘White graphene’ halts rust in high temps” 
http://news.rice.edu/2013/10/07/white-graphene-halts-rust-in-high-temps-2/ 
(Used with Permission of the Rice University) 
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