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序 

 

 世界を先導する高水準の産業技術力を保持していくことが、わが国経済の持続的発展の重要な

原動力になりますが、このところの中国をはじめとするアジア諸国の生産・技術力の向上や、欧

米諸国の差別化・高付加価値したもの作りの進展など、ここ 10 年余の間に世界の競争構造は大き

く変化し、わが国の産業技術力の相対的低下が懸念されております。 

 このような状況を打開し、持続的成長を確保していくためには、より付加価値の高い財とサー

ビスを生み出し、より生産性の高い新事業、新市場を創出していかなければなりません。そのた

めには、新技術のシーズ創出につながる基礎研究から基本技術の創造、実用化、市場の創出まで

幅広い視野で、より有機的な産官学の連携を進め、絶え間のない革新技術を生み出していくこと

が必要不可欠なことと考えられます。 

 このような認識のもと当会では、平成 15 年度に産業技術委員会において産官学連携を促進する

場として下部機構にナノ技術導入研究交流会を設け、ナノ技術を製造（加工）技術、計測技術、

光エネルギー制御技術等の機械工業が優位性をもつ側面へ導入していくための現状の課題と今後

の展望について調査研究を行いました。 

本報告書は、同調査研究の初年度目の活動成果を取りまとめたものですが、各位のご参考に供

するとともに、本研究交流事業へのご指導、ご協力に対し厚く御礼申し上げる次第です。 

 

平成 16 年３月 

 

 

 社団法人  日本機械工業連合会 

 会 長 相 川 賢太郎 
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は し が き 

 

                    産 業 技 術 委 員 会 

                      委員長 高 松 武 彦 

（株式会社小松製作所 顧問） 

 

 

ナノテクノロジー（超微細技術）は、物質の構造や機能を原子・分子レベルで操作・制御して

新しい機能やより優れた特性を作り出す技術で、新素材やエレクトロニクス、バイオなどの分野

で大きな革新をもたらすと期待され、2010 年には市場規模が 20 兆円に成長するとの予測もあり

ます。 

わが国政府が研究開発の四大重点分野に掲げる「情報通信」「ライフサイエンス」「環境」｢材

料・ナノテクノロジー｣の中でも、｢材料・ナノテクノロジー｣の研究費は唯一２桁台の伸び率を示

しています。また、主要企業の約３割がナノテクノロジーの事業化に向けて動き出しているとの

新聞報道もあり、その期待の大きさは言うまでもありません。 

ナノテクノロジーが研究開発段階からビジネス化段階へと進みつつある中で、わが国の強みと

いわれる「ものづくり」技術の中にナノ技術を導入・適用させていくことは、今後の継続的な発

展にとって欠かせない課題です。 

そこで、平成 15 年度から産業技術委員会の下部組織に「ナノ技術導入研究交流会」を設置して、

ナノテクノロジーを、主に製造（加工）技術、計測技術、光エネルギー制御技術等の機械工業が

優位に展開できるための現状の課題と今後の展望等について調査研究を開始致しました。 

初年度目の調査では、ナノ技術のシーズと機械工業分野でのニーズのマッチングの視点から検

討を行い、まずはシーズを把握するためナノ技術の最新研究事例を紹介いただくとともに、今後

の調査のアプローチ方法として機械工学的特性量を指標に整理していくことに致しました。 

本報告書は、初年度調査の成果を取りまとめたもので、関係各位にご活用いただければ幸いで

す。 

なお、今年度の研究交流会の活動の中で貴重なお話をいただいた横浜国立大学・丸尾昭二先生、

東京大学・鈴木雄二先生、また、研究交流会の幹事としてもご指導いただいた産業技術総合研究

所の矢部彰先生、日立製作所・三輪崇夫委員に心より感謝致しますとともに、具体的調査で熱心

に検討いただいた佐田豊主査をはじめ、委員各位に厚く御礼申し上げます。 
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ナノ技術導入研究交流会 委員名簿 

 

(敬称略、順不同) 

 

 

主 査  ㈱東芝 研究開発センター機械・システムラボラトリー室長 佐 田   豊 

幹 事  産業技術総合研究所 マイクロ・ナノ機能広域発現研究センター 
                           ＜センター長＞ 矢 部   彰 

 同   ㈱東芝 研究開発センター機械・システムラボラトリー 増 西   桂 

委 員  産業技術総合研究所 マイクロ・ナノ機能広域発現研究センター 
                          ＜副センター長＞ 綾   信 博 

 同   石川島播磨重工業㈱ 技術開発本部生産技術開発センター 
             ＜生産技術開発部材料加工技術グループ課長＞ 土 谷 洋 司 

 同   オムロン㈱ 先端デバイス研究所所長 今 仲 行 一 

 同   光洋精工㈱ 総合技術研究所企画部主任 武 田   稔 

 同   ㈱小松製作所 研究本部首席技監 竹 田 太四郎 

 同   ㈱島津製作所 基盤技術研究所主任研究員 荒 川   彰 

 同   住友重機械工業㈱ 技術開発センター 
               ＜商品化推進部商品化グループ主任技師＞ 関 井 良 博 

 同   ㈱日立製作所 日立研究所材料・デバイス研究センタ部長 三 輪 崇 夫 

 同   三菱重工業㈱  技術本部先進技術研究センター 
               ＜先進機械システムグループ主席研究員＞ 後 藤 崇 之 

 同   三菱電機㈱ 先端技術総合研究所開発戦略部主席研究員 丸 本 健 二 

 同   ヤンマー㈱ 技術統括本部 R＆D戦略部 荻 野 知 也 

事務局  （社）日本機械工業連合会 業務部長 倉 田 正 明 

 同   （社）日本機械工業連合会 業務部（業務・技術）部長代理 多 並 輝 行 

 同   （社）日本機械工業連合会 業務部（業務・技術） 戸 田   譲 
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原 稿 執 筆 分 担 

（敬称略） 

 

 

１. 

 1.1.1 矢 部   彰 （産業技術総合研究所 マイクロ・ナノ機能広域発現研究センター長）  

 

1.1.2 三 輪 崇 夫 （㈱日立製作所 日立研究所 材料・デバイス研究センタ部長） 

 

1.1.3 丸 尾 昭 二 （横浜国立大学 大学院工学研究院 システムの創生部門 助教授） 

 

1.1.4 鈴 木 雄 二 （東京大学 大学院工学系研究科機械工学専攻 助教授）  

  

 1.2 矢 部   彰 （産業技術総合研究所 マイクロ・ナノ機能広域発現研究センター長） 

 

 1.3 増 西   桂 （㈱東芝 研究開発センター 機械・システムラボラトリー） 

 

 

２. 増 西   桂 （㈱東芝 研究開発センター 機械・システムラボラトリー） 

 荻 野 知 也 （ヤンマー㈱ 技術統括本部Ｒ＆Ｄ戦略部） 

 

 

３. 佐 田   豊 （㈱東芝 研究開発センター 機械・システムラボラトリー 室長） 

 丸 本 健 二 （三菱電機㈱ 先端技術総合研究所 開発戦略部 主席研究員） 

 

 

４. 佐 田   豊 （㈱東芝 研究開発センター 機械・システムラボラトリー 室長）      
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平成 15 年度の活動概況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日日日日    時時時時    会会会会    合合合合    名名名名    実実実実        施施施施        事事事事        項項項項    

15.8.22 第１回交流会 (独)産業技術総合研究所マイクロ・ナノ機能広域発現研究センター長

の矢部彰幹事から「ものづくり分野の技術開発の将来動向とナノテクノ

ロジー」と題し説明を受け、次いで各委員の本交流会への期待すること、

研究対象の範囲などにつき意見交換を行った。 

15.9.3 第 2 回交流会 前回の議論をもとに調査の対象範囲、アプローチの方法、アウトプッ

トのイメージ、今後の進め方について検討した。 

15.10.28 第３回交流会 ナノ技術関連の最近の研究事例として、三輪崇夫委員（(株)日立製作

所日立研究所材料・デバイス研究センタ部長）から「日立グループにお

けるナノテクノロジーの取り組み」と題し、日立グループと各地の大学、

独立行政法人等との産学、産官学連携の現状や共同研究テーマについ

て、また(株)日立製作所で現在取り組んでいる研究について話を聞き、

質疑応答を行った。 

15.11.26 第４回交流会 横浜国立大学大学院工学研究院システムの創生部門助教授・丸尾昭二

氏から「ナノ・マイクロ立体造形技術の最新動向」と題して、サブミク

ロン分解能で３次元加工ができる２光子マイクロ造形法の最新研究動

向および応用事例などについて話を聞き、意見交換を行った。次いで、

矢部彰幹事（産業技術総合研究所マイクロ・ナノ機能広域発現研究セン

ター長）から、(社)日本機械学会で実施しているマイクロエンジニアリ

ング・ナノエンジニアリングの将来動向に関するアンケートの状況につ

いて紹介があった。 

15.12.2 第５回交流会 (株)日立製作所機械研究所（茨城県土浦市）にて開催。同研究所内で

開催中のマイクロエンジニアリングに関する国際シンポジウム」でのト

ピックス、関心事項について意見交換を行った。次いで、矢部彰幹事（産

業技術総合研究所マイクロ・ナノ機能広域発現研究センター長）から、

(社)日本機械学会で実施しているマイクロエンジニアリング・ナノエン

ジニアリングの将来動向に関するアンケートの実施結果を紹介した。 

16.2.10 第６回交流会 東京大学大学院工学系研究科助教授・鈴木雄二氏ら「熱流体とマイク

ロ・ナノ：マイクロ熱流体システムの展望」と題して、小型パワー源技

術などについて話を聞き、意見交換を行った。次いで、今後のスケジュ

ール、平成 15 年度報告書のとりまとめの方向について検討した。 

16.2.25 第７回交流会 今後の調査の視点、ニーズとシーズの融合についての考え方等、次年

度調査の方向性について検討するとともに、平成 15 年度報告書目次の

内容、原稿執筆分担について決定した。 

16.3.15 第８回交流会 平成 15 年度報告書原稿に内容について、ナノ技術マップ、ナノ技術

分類等の検討を行うとともに今後のスケジュールを確認した。 
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１．調査結果 

 

1.1 講演 

 

1.1.1 ものづくりの技術開発の将来動向とナノテクノロジー 

 

 はじめに 

 本稿では、ものづくり分野の技術開発の将来動向を説明すると共に、重要な技術開発の方向に

関係する、ナノテクノロジーと製造技術の相互関係について検討する。特に、現在注目を集めて

いるナノテクノロジーに関して、産業技術全体の中における位置付け、ものづくり分野が深く関

与する製造技術やその研究動向との関係、ものづくり分野の技術開発の将来動向、ナノテクノロ

ジーの研究開発の現状と特徴、特に、ナノマニュファクチャリング技術の重要性について分析す

る。次に、ナノテクノロジーを体系的に整理する試みとして、基礎現象、ものづくり分野の製造

技術、出口を含む応用分野の視点から整理し、キーワードを示すと共に、熱伝達・物質伝達など

の輸送現象に関連した研究課題についても例示する。また、ナノメートルスケール現象やマイク

ロメートルオーダーの現象と、輸送現象との関係について考察する。さらに、マイクロ･ナノ現象

を如何にして製品の大きさという広域に発現させ、実用に役立てるかという、広域発現化技術に

関して考察する。特に、ミクロなスケールゆえに必要になる、制御された自己組織化現象の活用

による広域発現化という観点から考えると、ミクロな動的プロセスの制御にとって、熱伝達をは

じめとするダイナミックスに関連する輸送現象が、最も重要な制御因子であり、自己組織化の動

的メカニズム解明や制御技術の開発に関わる工学研究が、ナノテクノロジーのキーテクノロジー

になり得ることを説明する。さらに、機能発現は局所のナノ構造に基づき、実用的な効果はメー

トルオーダーの製品全体に有効という、ナノ機能の広域発現技術を実現するのは、ものを作り上

げる技術に長年取り組んできた製造技術であろうことを説明する。 

 

 ものづくり分野の技術開発の将来動向 

 ものづくりに関連する分野の展開が速く、しかも、海外からの追い上げも激しい中で、世界に

おける競争関係に対応しながら如何にものづくりの技術開発を進めてゆくかは大きな課題である。

産業技術総合研究所では、ものづくり分野の技術動向を把握するために、製造技術分野の技術開

発の重点分野を検討した。具体的には、日本機械学会の評議員などの日本の産業技術を引っ張っ

てこられた方々に、今後の技術開発で重要な分野はどこかを、アンケート形式で回答していただ

いた。次頁の表に示すように、ものづくり技術を、設計、加工、組み立て・集積、信頼性、分解・

再利用というプロセスに分けて考え、一方で、総合科学技術会議が検討しているように、競争力

強化、新産業創出、環境負荷最小化の方向性を考え、マップ状に示して、重要な枠を５つまで選

定していただいた。現在、取りまとめ作業中であるが、ものづくり分野で重点を置くべき具体的

な研究領域としては、以下の３つが挙げられる。    

 



 －2－

1) ナノテクノロジー、MEMS等を応用した新規産業分野創出のための、材料技術と融合した

超微細加工、微細集積技術の推進 

2) 省エネルギー、資源有効利用のためのリサイクル技術、材料技術などを含めた低環境負荷

製造技術の確立

3) 競争力強化として、CAD、CAM、NCなどを含めた設計・加工・組立のIT化、技能の技術

化・ソフト化の促進このうち、第一番目に挙げた重点分野は、ナノテクノロジーとものづく

り技術の融合分野であり、ものづくり分野の将来動向を考える上で、ナノテクノロジーとの

融合、相互関係を如何にして確立して、製品に結び付けてゆくかが重要なことが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ナノテクノロジーの産業技術における位置付け 

 ナノテクノロジーを活用する技術開発に対する期待は大きく、ナノテクノロジーの中でも、エ

レクトロニクス分野への展開、材料分野のナノ技術、バイオ分野への展開、環境・エネルギー分

野への適用と共に、製造分野の革新のために必須なナノレベルの構造創製を可能にする超微細加

工・組立技術の研究開発は、科学技術会議の「ナノテクノロジーの戦略的推進方策に関する懇談

会報告書」（平成12年12月）にも、今後の重要な技術開発項目として明記されている。 
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一方、わが国の製造業は、熾烈な国際競争の中で、世界をリードする役割を果たしており、我

が国の産業・経済の発展に多大な貢献を果たしてきた。また、今後の先端技術の急速な進展は、

製造業の技術開発の分野においても急激であり、高付加価値化、高機能化を目指した革新的製造

技術開発が強く求められている。 

 このようなナノ・マニュファクチャリング（ナノ製造技術、ナノ構造創製超微細加工・組立技

術）に関する研究開発により汎用性のあるナノスケールの製造技術を確立することができれば、

多くの分野において、新たな機能を発現する革新的製造技術の創製に結びつくと期待されており、

そのための技術開発の必要性が強く指摘されている。ここでは、特に、ナノスケールの製造技術

の基盤を構成し、エンジニアリングデータベースを提供する位置付けとして、ナノスケールの機

械工学を考えることも重要であるので、ナノ製造技術の位置付けや研究動向を、まず、検討する

ことにしたい。 

 

製造技術分野の産業技術における位置付け 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

            図１ 製造技術分野の位置づけ 

 

2010年をにらんで、産業競争力会議は、バイオテクノロジー、情報通信、機械、化学、エネル

ギー、医療・福祉、材料、環境等の分野に、技術開発目標を設定する国家産業技術戦略を産学官

の英知を結集して策定し、当該戦略を科学技術基本計画に反映させるべく、国家産業技術戦略を
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済社会システムの構築 ４）エネルギー・資源と食料の安定供給の確保の実現を目指している。

このような観点から産業技術について体系的に考えてみると、図１に示すような製造技術分野の

位置づけが考えられる。高度情報化社会、安全・安心で人間に調和した技術を持つ社会、エネル
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ギーや資源も含めて環境と調和した循環型経済社会を実現するために、社会や人間と技術が接す

る、人間社会に近いところで、人間社会を支えているのが製造技術の特徴であろう。また、製造

技術は、生命工学、物質工学、電子・情報などの工学 

分野やそれに関連する科学分野と融合して、人間社会を支える産業技術を形作っていることが

多い点も特徴である。さらに、計量標準やISOで代表される工業標準、エンジニアリングデータ

ベースなどの知的基盤と製造技術との関係は、人間社会を支える産業技術の一つである製造技術

を、知的基盤分野はさらに周囲から支えてくれている状態と考えることが出来よう。 

 

ものづくり・製造技術分野のマイクロ化の研究開発動向 

このように人間や社会と接する部分で人間社会を支える製造技術の今後の動向として、人間や

環境に調和した高度な産業技術を作り上げることがこれからの重要な目標となる。また、研究発

展の方向性としては、分野横断的に研究機能を集中して、マイクロ化（極限化、微細・精密化、

新機能の発現）、自律化（自立化・知能化・協調作業）、コンカレント化（環境調和化、異分野技

術との融合化・同時並行化）の基本３方向に製造技術を発展させていくことにより、人間・環境

調和型高度産業技術の実現に向けて邁進していくことが重要と考えている。マイクロ化の研究方

向に関する将来展開のロードマップを、図２に示すが、以下の３つのキーワードが挙げられる。

大きな特徴として、マイクロ化により、新しい機能を出そうとしているのが、ナノ機能広域発現

を目指す方向であり、小さいシステムで、大きい場合と同じ機能を実現することにより、新たな

価値を創造するのが、マイクロマシン、MEMS（Micro-Electro-Mechanical System）、マイクロ

ファクトリーの方向である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 製造技術におけるマイクロ化の研究動向 
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 a） ナノ機能広域発現を目指す研究開発の推進  

具体的には、「マイクロ・ナノレベルでの機能発現のメカニズムの解明と産業技術に資する

工学的体系化を図り、それらの統合と情報との融合を図ることにより、新たなマクロ的機械

機能や革新的製造システムなどを実現し、新産業創出や既存産業の高度化、自然や人間と調

和した循環型社会の実現に資する。」（産業技術戦略III 重点化戦略p.11より）ナノ機能のメ

カニズム解明、マイクロ効果の広域発現化技術、加工技術と組立技術の融合、ナノスケール

状態計測・分析技術、機能付加加工の実現等の重要な技術課題が存在する。また、レーザー

光など種々の量子ビームを活用するナノ加工技術の開発は、対象材料や雰囲気に影響されに

くい汎用性のあるナノ加工手段を提供できる可能性があり、エレクトロニクス分野への応用

を初めとして、バイオ、環境等のナノテクノロジーの発展にとって必須な基盤的加工技術と

して貢献しうる。 

 

 b) 微小機械要素の組み合わせによる機能の発現を目指すマイクロマシン技術の進展とナノマ

シンへの挑戦 

適用技術開発目標を明確に持つ微小機械要素のアセンブル技術であり、技術の進展により、

目標となるアセンブル機械の大きさが小さくなる。アセンブル技術は、適用対象により異な

るため、対象機能に合わせた個別のアセンブル技術が必要になるので、目標を明確化して実

用化を促進し、役に立つマイクロマシン技術を一つ一つ作り上げることが当面の目標となる。

細胞の分別・操作、微少量の化学薬品の合成、特殊な反応場を提供するマイクロリアクター、

分散型エネルギー源としてのパワーMEMS、コスト低減を目指したマイクロサテライト、医

療診断用DNAチップ、ポータブルな環境分析機器などを実現するマイクロ流体機構は広く社

会にインパクトを与えるシステムである。マイクロマシン技術の基礎研究が今後飛躍的に進

展することにより、構成可能な機械の大きさが十分に小さくなると、小型のアクチュエータ

として筋肉の機能を果たしたり、人工臓器等の実現の可能性が生じる。さらに、エネルギー

の供給技術が進展すると生体や人工物の内部の高度な検査・修復などが可能となり、医療福

祉技術や安全保安技術における極めて大きな発展が期待できる。（ナノマシン技術としての

展開） 

 

 c） マイクロファクトリーによる高速加工化、高精度化、省資源化、省エネルギー化の追求 

従来の機械加工技術をより高速化し、設計・試作期間の短縮を実現するためには、高精度、

かつ、高速で広域な機械加工の出来ることが必須である。そのためには、機械の位置制御部

分の質量を最大限小さくし、慣性力の影響を減少させた加工機械を製作することが重要であ

る。このような加工機械が実現すると、省資源、省エネルギー、省スペースも実現できる。

このためには、全体の質量を低減することによりどこまで高速化し得るのか、また、小さな

慣性力でどこまで難加工材を加工できるのか、さらに、ナノレベル加工の精度に大きく影響

する温度制御をどのように実現するかという大きな技術的課題が存在する。 

しかし、循環型製造技術を構築するためには、小型ゆえに、スペースの制約が緩く、低コ

ストでシステムの再構築が容易であるという特徴を活かして、製品ニーズに合わせて、比較
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的低コストで製造システムを変更できるマイクロファクトリー技術を確立することが重要と

なる。これらは、個別ニーズ対応生産、修理部品のオンサイト作製などを実現でき、製造技

術の体系をオンサイト、分散型に大きく変換し、ビジネスモデルに革新をもたらす可能性を

有している。 

 

 

図３ ナノテクノロジーの研究動向 

 

ナノテクノロジー分野での研究開発の位置付けと特徴 

ナノテクノロジー分野も、情報通信技術、バイオ、環境・エネルギーの３つの分野で今後発展

が予測されるが、現在は、経済性の観点から、産業規模の大きい情報通信（IT）の分野での技術

開発が中心であり、情報通信分野での出口への貢献から出発して、バイオ・医療・環境・化学・

エネルギーなどの分野にいかに展開していくかがポイントとなる。図３にナノテクノロジーの全

体像を示すが、ナノマニュファクチャリング技術（ナノ製造技術）は、情報通信技術、バイオ、

環境・エネルギーに共通基盤的に必要な加工・計測技術であり、情報通信分野において必要な技

術であり、かつ、バイオや環境の分野でも活用できる圧力や雰囲気、対象材質などを選ばない汎

用性のあるナノマニュファクチャリング技術を研究開発することにより、バイオ、環境・エネル

ギーの分野におけるナノテクノロジーが急速に発展できると考えられる。 

このように、ナノレベルの製造技術の確立への貢献から出発して、種々の分野におけるナノテ

クノロジーへの貢献を図ることが、技術の一つの方向と考えられる。図４に、情報通信、バイオ、

環境の各分野におけるナノマニュファクチャリング技術の対象となる加工雰囲気、対象となる加

工材質の特徴を示すが、情報通信分野から、バイオ、環境の分野に発展させるためには、大気圧

環境下や液体雰囲気、また、加工対象材料も生体材料やエネルギー変換材料などの様々な材料に
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適用できる加工技術を開発することが必要である。情報通信の出口にも貢献でき、しかも、加工

環境や加工材質を選ばない汎用性のあるナノマニュファクチャリング技術を研究開発することが、

極めて重要な段階に至っていると判断することが出来る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ マイクロ･ナノテクノロジーの応用分野と加工技術に必要な条件 

 

 ナノテクノロジーの研究開発の現状と特徴 

人間環境調和型産業技術を作り上げるための共通基盤技術としてのナノマニュファクチャリン

グ技術に関して、ナノテクノロジー全体としての位置付けは、図３に示したとおりであり、情報

通信分野での技術開発から、バイオ、環境分野でのナノテクノロジーの発展を生み出すためのキ

ーテクノロジーとなっている。現在のナノテクノロジーは、以下のような特徴を持つと考えられる。 

 

 a） ナノテクノロジー全体のロードマップを作成することが重要であると共に、明確な目標を

持って、ナノのサイエンスに本腰を入れて取り組むことが大切である。 

これは、現在、多くの関心を集めているナノテクノロジーであるが、５年から10年で出口

が見え、成果が出てこないと、経済情勢が厳しい中、多くの企業で本格的な取り組みは出来

ないと予測される。ナノレベルのエレクトロニクス技術を活用するバイオ、医療、環境技術

という展開で、英知を結集して出口を考案すると共に、成果に至るまでの加工・計測技術な

どの基盤技術の確立も、ロードマップに位置付ける必要がある。連続体力学から量子力学的

効果の顕著化し出すメゾスコピック領域にかけての学問体系は、まだまだ確立しておらず、

技術としての体系化はさらに時間を要すると推測される。しかしながら、現在のポイントは、

新しい機能を見出して、技術として活用する方法を考案し、基本的な特許をどんどん取って

ゆく段階であり、その競争が行われている段階である。たとえば、生物のメカニズムを模倣

する技術でも、生物のメカニズムを正確に解明することは重要であるが、応用する視点で、

エンジニアリングとしてのバイオミメティックな応用技術を考案することがより求められて

いると言えよう。 

 

 

 b) ナノ加工装置、ナノ計測装置は、設備等が大がかりになるので、多くの企業や多くの研究

者が協力して使用することが重要になる。 

マイクロマシン技術やＭＥＭＳ技術でも、クリーンルームやリソグラフィー装置が必須で、
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想定される加工環境
使用環境

高真空中
大気中 大気中 液体中 大気中

液体中

想定される加工材質 半導体
金属
絶縁体

生体材料

（タンパク質、遺伝子 等）
センサー用半導体

環境触媒
エネルギー変換材料
（シリコン、チタニア等）
エネルギー機器用材料
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かつ、種々のエッチング装置などを揃えることを考えると、場所的にも、資金的にも、運営

面でも、大きな規模にならざるを得ない状況であった。これから本格化するナノ加工装置、

ナノ計測装置の分野では、さらに、大きな規模が必要になるので、多くの研究者の協力の下

に実施することが、極めて有効である。さらに、ナノテクノロジーの場合、従来の工学でイ

メージされているイメージされているクリーンという概念が通用しないことが多い。固体表

面への吸着分子の性質で、表面の加工特性等は大きく変化し、また、汚れが多い中では、ナ

ノバブル等は計測できない場合が多く、マイクロ･ナノ機能を議論するには、再現性のある清

浄な環境を実現することが前提となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ マイクロ・ナノ製造技術のロードマップ（案） 

 

ナノマニュファクチャリングのロードマップ 

ナノマニュファクチャリング、マイクロマニュファクチャリングについてのロードマップの試

案を、図５に示す。このロードマップは、製造技術を、設計、加工、組立、計測の４つの技術に
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図６ ナノテクノロジーの分類と輸送現象に関連する技術課題    

    

 ナノテクノロジーの体系的整理の試み（輸送現象関連課題の例示） 

ナノテクノロジーを体系的に捉える試みとして、基礎現象を対象にする研究課題、製造技術に

貢献する課題、そして、出口を目指した応用技術課題という３つの視点から、ナノテクノロジー

に関連するキーワードやトピックス、ナノテクノロジーに関連する輸送現象を分類して見ると、

図６のようになる。まだ多くの未解明の課題を抱えているナノサイエンスの課題は、特に、量子

力学的効果、クラスターなどのメゾスコピックな領域の効果、連続体としての効果などが複雑に

絡み合い、新しい機能を発現する可能性が高い。また、製造技術の観点からは、各プロセスにお

いて熱伝達、物質伝達、運動量輸送などの輸送現象は重要な役割を果たしている。さらに、出口

に近い応用分野においても、輸送現象をはじめとするダイナミックスを扱う工学現象に関連する

課題は多い。 

輸送現象に関連して、ミクロなスケールの現象と言う場合、いくつかの物理的意味合いを持つ。

１）時間スケールが極めて短い場合は、フェムト秒レーザー照射などのケースが代表例であり、

ナノテクノロジーの分類ナノテクノロジーの分類ナノテクノロジーの分類ナノテクノロジーの分類
キーワード、トピックスキーワード、トピックスキーワード、トピックスキーワード、トピックス 伝熱現象、輸送現象関連技術課題伝熱現象、輸送現象関連技術課題伝熱現象、輸送現象関連技術課題伝熱現象、輸送現象関連技術課題

分類
基礎現象

ナノ現象 カーボンナノチューブ

・種々のナノ構造の熱伝導率(ナノチューブ、超格子）
・ナノスケール接触時の熱伝導
・ナノ構造の熱物性、ジュール熱の発生メカニズム
・ナノ領域、三次元ナノ構造の加熱現象、光物性、輻射特性
・ナノバブル、ナノメーターオーダーにおける表面張力利用
・燃料電池電極のナノレベル触媒反応の高性能化

マイクロス
ケール現象 MEMS,マイクロマシン、

・マイクロ微小凹凸面による液体の流動抵抗低減
・マイクロ微小凹凸面からの輻射・吸収特性
・MEMS利用高熱流束除熱
・半導体の低熱伝導化・高電気伝導化による熱電冷却素子の高
性能化

製造技術
設計技術、
エンジニアリ
ングデータ
ベース

量子分子動力学、分子動
力学、熱流体データ

・種々のナノ構造の熱伝導率(ナノチューブ、超格子）計算
・ナノ構造の熱物性、ジュール熱の発生メカニズム解析

加工。成
形、プロセス
技術

超微細加工、ナノ加工、リ
ソグラフィー、レーザー加
工

・カーボンナノチューブの生成方法の高効率化の熱工学的研究
・短パルスレーザーアブレーション・レーザーアニーリングにおけ
る相変化現象・結晶構造変化

組立・集積
技術

加工と組立の一体化の推
進、自己組織化の制御、
高精度マイクロ組立

・ナノスケールのミセル・ネットワーク構造による乱流の抵抗低減
・ナノスケールの結晶成長制御による氷のスラリー化

システム、メ
インテナン
ス、信頼性、
計測技術

冷却システム、マイクロ送
液システム、複雑形状ナ
ノ計測技術、

・マイクロ領域高熱流束除熱・温度制御
・半導体薄膜熱物性、信頼性
・固体レーザーの温度均一化、高熱流束除熱（高コヒーレンス
化）

応用分野

ＩＴ 光情報通信用機器
・加熱によるナノメーターオーダーの熱変形を活用するメモリー

バイオ
バイオチップ、DNA診断機
器

・生体エネルギー変換機構の模擬
・水素結合、静電力、分子間力と熱運動のバランスを利用する
輸送現象

環境・エネ
ルギー

エネルギー変換素子、環
境センサー、光触媒

・マイクロバブル。ナノバブルによる環境浄化
・超音波による壁面からのナノ粒子の除去
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多大な温度上昇を伴わずに穴あけ加工等が可能になる。２） 長さスケールが極めて短い場合には、

ナノワイヤーなどナノメートルの長さスケールでの電気伝導性などの物性変化に起因する特性変

化が予想される。３）三次元構造や形状がナノメートルオーダーで変化する場合、光学特性等の

変化が可能となる。一方において、４）温度差をmK以下のミクロな変動精度で保持するなどの、

ミクロな温度差が、ナノ精度の形状を実現するためには重要となる。以上のように、ミクロな輸

送現象という概念でも多くの物理現象を包含しており、ナノテクノロジーに関連して、輸送現象

に与える影響には多くの種類のあることを前提にして、現象解明や応用技術の開発に進むことが

重要である。 

一方において、分子レベル、量子レベルの効果を発現させる場合、時間平均・空間平均したマ

クロな現象方程式で記述できなくなるため、分子動力学、さらには、電子状態、回転、振動自由

度を量子化した量子分子動力学が現象記述のためにも必要になるが、量子分子動力学ですべての

自由度を扱うと方程式は解けきれない。どの自由度を平均化していいか、どこまで近似できるの

かを考察して、ポイントを押さえることが重要となる。 

 

 マイクロ・ナノ現象を如何にして製品の大きさで実現し実用に役立たせるか――制御組織化

現象の役割とダイナミックな輸送現象の重要性― 

マイクロ･ナノ現象を如何にして製品の大きさで実現し実用に役立たせるかという表現の意味

するところは、一言で言えば、「マイクロ・ナノ機能広域発現技術」という表現になるが、連続体

力学では記述できなくなるナノメートルオーダーの代表寸法を持つ現象で実現する量子力学的機

能、あるいは、ミクロンメートルのオーダーでも従来の大きさでは無視できたメカニズムを顕在

化することにより発揮される新たな機能に対して、それをエンジニアリング的視点から検討し、

マクロオーダーの機能として発現させ、機器装置として実用化することを目的とする考え方であ

り、ナノテクノロジーの実用化を目指すためには重要、かつ、必須な技術課題である。 

原子数で千個から一億個程度での形状変化、物性変化を持つ物質では、通常の大きな物質とは

異なった機能を生じる場合があることが知られてきており、こうした現象を工学的に役立たせる

ための技術開発に期待が高まっている。こうした要素を一体として組み合わせた超微細構造から

なる３次元の人工物を作ることができれば、これまで材料や形の違う様々な部品を組み立てて作

っていた機械や機器に替わってより高性能で小型な機械や機器を実現したり、またこれまで得ら

れなかった機能を発揮する機械や機器を実現することが期待できる。 

また、分子一個一個の積み上げ技術や、ナノスケールを一箇所ずつ加工して行く方法では、加

工時間の観点から現実的でないため、従来の製造技術における組立・集積技術が重要になる。し

かしながら、ナノ製造技術のロードマップのところで述べたように、ミクロな領域では、吸着し

やすい水分による表面張力効果や、分子間力により、従来の組立工程を実現することは難しく、

加工終了時に、組立が終わっているような加工と組立に一体化が望ましい。 

それゆえ、図7に示すように、光や超音波等を併用したミクロな領域での組立技術が重要になる

と共に、凝縮現象や結晶成長現象、不安定に基づく対流現象などを利用する自己組織化現象を活

用することが極めて重要になる。 
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図7 マイクロ･ナノ機能広域発現化技術 

 

その場合も、電磁場、温度場、流体場、光制御や超音波による制御、さらには、クラスター添

加や種結晶添加、粒界利用や界面利用などのあらゆる手段を通じて、設計者の意図に応じて任意

に制御できる制御組織化の概念を実現する、形状や物性の制御、さらには、欠陥の制御を実現す

ることが重要になる。 

マイクロ･ナノ現象を広域に発現させる自己組織化技術には、単分子膜形成、結晶成長、粒子内

部の構造形成、触媒形成、機能多孔体形成、機能薄膜形成などがありうるが、この場合の自己組

織化現象とは、種々の制御された境界条件のもとでの動的な輸送現象を伴う構造形成プロセスで

あり、熱伝達、運動量輸送、物質輸送などの熱流体力学現象が現象を決定するポイントとなって

いるということが出来る。ミクロなスケールでの現象であるため、巨視的な方程式は使用できな

いが、自己組織化とその制御というナノテクノロジーにおける重要な広域発現化技術に対して、

輸送現象の解析が、最も重要な制御因子を与えるキーテクノロジーとして貢献できることは、重

要な点である。 

ナノテクノロジーの進展、実用技術の実現のためには、ダイナミックなプロセスを扱える機械

工学研究者の役割は重要であり、かつ、実用技術に結びつけるキーテクノロジーを提供できる可

能性がある点を強調しておきたい。 

さらに、機能発現は局所のナノ構造に基づき、実用的な効果はメートルオーダーの製品全体に

有効という、ナノ機能の広域発現技術を実現するには、ものを作り上げる技術が重要であり、シ

ンセシス技術、システム化技術は、機械工学などの工学が長年取り組んできた重要課題であり、

ものづくり技術がナノ機能のエンジニアリング的な実用化を実現できる可能性が大きいのではな

マイクロ･ナノ機能広域発現化技術マイクロ･ナノ機能広域発現化技術マイクロ･ナノ機能広域発現化技術マイクロ･ナノ機能広域発現化技術    
（ミクロな新しい機能を、製品の大きさのオーダーで実現し、（ミクロな新しい機能を、製品の大きさのオーダーで実現し、（ミクロな新しい機能を、製品の大きさのオーダーで実現し、（ミクロな新しい機能を、製品の大きさのオーダーで実現し、    
マクロな機能を発揮させる方法）マクロな機能を発揮させる方法）マクロな機能を発揮させる方法）マクロな機能を発揮させる方法）    
    
１．１．１．１．    ミクロ部品の組立技術ミクロ部品の組立技術ミクロ部品の組立技術ミクロ部品の組立技術    
    ミクロな領域では、吸着水分による表面張力効果が大きく、ミクロな領域では、吸着水分による表面張力効果が大きく、ミクロな領域では、吸着水分による表面張力効果が大きく、ミクロな領域では、吸着水分による表面張力効果が大きく、    
接着などの従来方式の組立は困難接着などの従来方式の組立は困難接着などの従来方式の組立は困難接着などの従来方式の組立は困難    
    光や超音波、衝突過程などを活用する能動的制御法が必要光や超音波、衝突過程などを活用する能動的制御法が必要光や超音波、衝突過程などを活用する能動的制御法が必要光や超音波、衝突過程などを活用する能動的制御法が必要    
    
２．２．２．２．    制御された自己組織化を活用する方法制御された自己組織化を活用する方法制御された自己組織化を活用する方法制御された自己組織化を活用する方法    
    場の制御場の制御場の制御場の制御    

・ 電磁場電磁場電磁場電磁場    
・ 温度場温度場温度場温度場    
・ 流れ場流れ場流れ場流れ場    
・ 圧力場圧力場圧力場圧力場((((光や超音波光や超音波光や超音波光や超音波))))    

    物質制御物質制御物質制御物質制御    
・ クラスター添加クラスター添加クラスター添加クラスター添加    
・ 種結晶添加種結晶添加種結晶添加種結晶添加    
・ 粒界の活用粒界の活用粒界の活用粒界の活用    
・ 界面の活用界面の活用界面の活用界面の活用    

    
    制御された自己組織化においては、伝熱現象などの輸送現象制御された自己組織化においては、伝熱現象などの輸送現象制御された自己組織化においては、伝熱現象などの輸送現象制御された自己組織化においては、伝熱現象などの輸送現象がががが    
最も重要な制御因子となりうると考えられる。最も重要な制御因子となりうると考えられる。最も重要な制御因子となりうると考えられる。最も重要な制御因子となりうると考えられる。 
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いかと期待される。 

 

 マイクロ･ナノ現象を活用する輸送現象の高機能化、高効率化の具体例 

ナノスケールの現象やマイクロスケールの効果を活用する輸送現象の高度化、高機能化、また、

高効率化の具体例を、以下に説明する。 

 a） シリコン単結晶超微粒子のサイズ分級技術と発光素子開発への応用 

レーザーアブレーションにより作成した超高純度のシリコン超微粒子を、低圧作動を可能

にした微分型モビリティーアナライザ（DMA）により、２～数十ナノメートルの範囲で分級

し、一様なナノ粒子のみを作成することに成功したもので、新しいナノ機能構造創製プロセ

ス技術としての応用可能である。ナノメーター領域の超微粒子では、電子の閉じ込め効果な

どの量子効果が出現することが知られており、粒径を制御することで波長が変化する量子ド

ット型光電変換デバイス作成などの用途が考えられている。レーザーアブレーションに伴う

溶融・蒸発・再凝縮プロセスを制御し、ナノレベルの機能構造を如何に実現するかがポイン

トであり、ナノ機能の発現を支配する数多くのパラメーターの存在下で、機能と構造の関係

を明らかにするナノプロトタイピング技術として注目されている。 

 b） 超微細凹凸面による液体の層流域流動抵抗低減技術 

ナノメーターオーダーの量子効果ではないが、マイクロメーターオーダーの形状を付与す

ることにより、表面張力効果を顕在化させ、水を中心とする液体の流動抵抗を低減する技術

を開発した。これは、間隔数マイクロメーター、高さ１μm微小突起群を作成することによ

り、表面張力で固体表面に気体層を保持し、液体流動時に液相が固体に直接接触する面積を

低減させ、界面における速度滑りを生じさせて、10～15％の抵抗低減を実現するもので、図

８に示す。ポンプ動力の低減やマイクロ機器の流路の抵抗低減技術として、また、壁面から

の熱損失低減技術として活用することが可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８ 超微細凹凸面による液体の流動抵抗低減技術 
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 c） 不凍化タンパク質のナノレベル効果を模擬する氷スラリー作成方法 

氷の生成を防ぐ効果のある不凍化タンパク質のナノレベル吸着効果を解明することにより、

親水基の間隔を氷の結晶の水素結合の間隔にほぼ一致させ、まわりが疎水基で覆われたポリ

ビニールアルコール等の不凍化タンパク質模擬物質により、図９に示すような針状で再結晶

しにくい流動性氷を生成することに成功した。図10に示すような長さ５nm、直径１nm程度

の不凍化タンパク質が付着した氷表面のSTM像を撮ることに成功し、メカニズムを解明する

と共に、冷房時の冷熱供給媒体として活用し、冷房に伴うポンプ動力を軽減し、省エネルギ

ーを推進することを目指している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９ 流動性氷の流動状況 図10 不凍化蛋白質の吸着した氷表面

 

 まとめ 

本稿では、ものづくり分野の技術開発の将来動向を説明すると共に、重要な技術開発の方向に

関係する、ナノテクノロジーと製造技術の相互関係について検討した。特に、現在注目を集めて

いるナノテクノロジーに関して、産業技術全体の中における位置付け、ものづくり分野が深く関

与する製造技術やその研究動向との関係、また、ナノテクノロジーの研究開発の現状と特徴を分

析した。さらに、機能発現は局所のナノ構造に基づき、実用的な効果はメートルオーダーの製品

全体に有効という、ナノ機能の広域発現技術を実現するのは、ミクロな熱伝達などの輸送現象が

重要なキーテクノロジーとなるであろうことを示した。ものづくりを目指して、製造技術を専門

にする研究者が、一人でも多くナノテクノロジーの分野で、産業技術の高度化を目指して活躍さ

れることを期待したい。 

 

[参考文献] 

１．ナノテクノロジープロジェクトについては、以下のホームページに詳しい 

http://www.nano.gov/（米国）、http://itri.loyola.edu/nano/（米国） 

http://www.nedo.go.jp/informations/other/130626/pdf/gaiyou.pdf（NEDO） 
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２．M.W.バーンズ、レーザーによる細胞内手術、日経サイエンス、pp64-72、1998-8 

３．畑村洋太郎、ナノ・マイクロ世界での加工と組立て、日本機械学会誌pp.732-735、103-984、

2000 

４．大津元一、ナノ・フォトニックス、米田出版、1999、 

５．猪俣浩一郎、黒部篤、ナノで実現する新しいデバイス原理への挑戦、東芝レビュー、a02,99.02 

６．ナノテクノロジーが拓く21世紀の産業技術、産総研国際シンポ予稿集、2001.11 

７．T.Seto,他、J. Nanoparticle Reasearch3,185-191,2001 

８．T.Inada 他、Materials Science and Engineering(Antifreeze Protein),A292,149-154,2000 

９．M.Hasegawa他、Thermal Science and Engineering,7-6,133-138,1999. 

10．Abstracts of International Symposium on “Micro/Nanoscale Energy Conversion and Transport” 

April 2002, Turkey 

11．ナノテクノロジーのすべて、川合知二監修、工業調査会、2001． 

12．次世代マイクロマシン技術応用システムの創出に関する調査研究報告書、マイクロマシンセ

ンター、2001． 
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1.1.3 ナノ・マイクロ立体造形技術の最新動向 

 

 はじめに ～光造形からマイクロ・ナノ造形へ～ 

光造形法は、紫外線照射によって硬化する光硬化性樹脂を用いて、任意の立体構造を容易に作

製できる技術である。
(1)
この技術は、1981 年に小玉によって発明され、米国で実用化された。現

在は、ラピッドプロトタイピング手法として自動車や IT 産業など幅広い分野で活用されている。

1990 年代に入り、日本のマイクロマシン研究者らが、この技術の最大の特長である立体造形の自

由度の高さに着目し、立体的なマイクロマシンを作製しようという試みが始められた。これが「マ

イクロ光造形法」の研究の始まりである。
(2)
なかでも生田らは、独自に造形装置を開発し、従来

の光造形法の限界を打ち破って、ミクロンオーダーの加工分解能を初めて達成した。
(3)
山口らは、

マスク方式を中心にマイクロ部品を高精度に作製することに成功した。
(4)
中島らは、レーザー描

画法を用いて、数 10 の加工分解能で複雑な微小立体構造を作製できる装置を開発した。
(5)
 

しかしながら、当時、最高の加工分解能を達成した生田らの方法は、造形装置の最適化や光硬

化性樹脂の硬化特性の改良などが必要であり、高い加工分解能を安定して実現するには高度な技

術が必要であった。このため、追随研究を進めた欧州などの研究者も、数 10 程度の加工分解能

を達成するのが限界であった。
(6)
 

ところが、1990 年代後半になり、マイクロ光造形法の加工分解能を一気にサブミクロンの領域

まで向上させ、かつ高い加工安定性を兼ね備えた造形法が提案された。これが「２光子マイクロ

光造形法」である。
(7),(8)

この方法は、マイクロ光造形法の先駆者である生田（名古屋大学）と、

ナノフォトニクスの専門家である河田（大阪大学）の共同研究から生まれた。
(9)
この造形法の最

大の特徴は、光硬化性樹脂を硬化させる原理として、２光子吸収と呼ばれる非線形光学現象を初

めて導入したことである。２光子吸収による光硬化反応では、入射させた光強度に対して非線形

に硬化反応が生じるため、レーザー光を集光させた焦点のみで光硬化性樹脂を硬化させることが

できる。したがって、光の回折限界を超える加工分解能を得ることが可能であり、現在では 100nm
に迫る加工分解能が達成されている。

(9)
 

２光子マイクロ光造形法は、サブミクロン分解能で３次元加工ができる技術として、現在さま

ざまな分野に応用されている。具体的には、マイクロマシンやフォトニック結晶、さらには医療

マイクロデバイスの作製にまで利用されている。最近では、ナノ微粒子と光硬化性樹脂を混合し

た複合材料を用いた新しい造形手法なども次々と報告されている。 

本稿では、２光子マイクロ光造形法の造形原理と特徴を簡単に説明し、最近の応用展開につい

て紹介する。応用例として、著者らが開発している光駆動マイクロマシンについて述べ、フォト

ニック結晶の作製や２光子造形法の新たな応用展開について解説する。 

 

 ２光子マイクロ光造形法 

a） ２光子吸収による光重合 

一般に光硬化性樹脂は、光重合開始剤、モノマー、オリゴマーなどから構成される液状樹

脂である。光硬化性樹脂に光が照射されると、まず光重合開始剤が光を吸収して反応性の高

いラジカルを生成し、モノマーと連鎖的に反応して３次元的に架橋されたポリマー（固体）

が形成される。ほとんどの光重合開始剤は、紫外光に感度があるため、従来のマイクロ光造

形法では紫外レーザー光が用いられてきた。 

一方、２光子吸収では、図１に示すように、光重合開始剤に近赤外フォトンを２つ同時に

吸収させて、紫外フォトンを１つ照射した場合と同等の効果を引き起こす。
(7-10)

つまり、紫

外光の２倍の波長をもつ近赤外光を用いて光硬化性樹脂を硬化させることができる。ただし、

２光子吸収の起こる確率は非常に小さいため、光強度を極めて高い状態にする必要がある。

そこで、近赤外フェムト秒パルス光を用いて瞬間的に光強度を高め、さらに高開口数レンズ

で空間的にも高密度に光を閉じ込めて、２光子吸収を誘起する。このとき、２光子吸収の起

こる確率が光強度の２乗に比例するため、光強度の高い焦点近傍に光吸収のピークが生じる。

その結果、集光点近傍の樹脂のみを選択的に硬化させることができ、サブミクロンの加工分
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解能を容易に達成できる。 

２光子吸収を利用する利点は、サブミクロンの加工分解能を達成できるだけではない。光

硬化性樹脂は近赤外光に対して透明であるため、光硬化性樹脂の奥深くレーザー光を集光さ

せた場合でも、集光スポットの乱れが極めて小さい。また、近赤外域では、硬化前と硬化後

の樹脂の屈折率差が小さいので、樹脂内部に造形物が形成されても、レーザー光が乱される

ことが少ない。したがって、アスペクト比の高い構造や複雑な形状の造形も高精度・高分解

能で造形することができる。 

２光子造形法の造形手順は、従来の積層法に基づく光造形法とは大きく異なる。従来法で

は、樹脂の液面でレーザー光を走査させて、３次元 CAD データをスライスした断面形状を

硬化させ、新しい樹脂層を順次形成して断面形状を積層していた。一方、２光子造形法では、

３次元空間の１点のみを選択的に硬化させることができるため、光硬化性樹脂の内部に集光

させたレーザー光を、ガルバノミラースキャナーや精密ステージを用いて樹脂中で３次元的

に走査するだけでよい。その結果、その集光点の軌跡として、任意の３次元構造が形成され

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ ２光子吸収による光硬化の原理. 

 

b） 複雑なマイクロ立体構造の作製 

近年、２光子マイクロ光造形法によって、マイクロロボットやマイクロ牛、マイクロギア

などさまざまな複雑な立体構造が形成されている。ここでは、著者らの造形装置と試作例を

紹介する。図２に、著者らが開発した２光子マイクロ光造形装置の概略図を示す。
(11)

本装置

では、光源に Ti: sapphire レーザー（波長: 763nm、パルス幅: 80fs、繰返し周波数: 82MHz）
を用いている。レーザー光は、コリメータで拡大した後、ガルバノスキャナーを通し、対物

レンズ（開口数: 1.3）で樹脂中に集光される。造形時には、3 次元 CAD データの断面スラ

イスデータに従って、レーザー光を面内走査させ、断面形状を硬化させる。Z ステージを等

間隔で下げることにより、各断面形状を順次硬化させ、立体形状を造形する。樹脂中に形成

された構造物は、未硬化樹脂をエタノールなどで除去することによって取り出される。 

図３に、マイクロロボット（16x13x28 ）とマイクロピースサイン（10.4x10.4x21 ）の

造形例を示す。
(12)

これらは各断面を 0.25 間隔で硬化させて作製した。造形時間は 1～2 時

間である。最近、田中らは立体構造の表面だけを２光子造形で硬化させ、周囲の未硬化樹脂

を取り除いた後に、内部の未硬化樹脂を紫外線による後露光で硬化させる高速造形法を提案

している。
(13)

この方法によって、彼らは、180 分かかっていたマイクロ牛の作製
(14)

を 13 分に

短縮できたと報告している。 

 

c） 加工分解能 

２光子造形法の加工分解能はどこまで高くできるのか。原理的には、２光子重合の硬化反

応が光強度の２乗に比例するため、樹脂の硬化形状は集光スポットの光強度分布を２乗した

分布に従うと予測される。しかし実際には、硬化反応の非線形性が掛け合わされるため、２

乗分布よりもさらに小さい硬化形状を得ることができる。硬化反応の非線形性というのは、
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樹脂が液体から固体に変わるゲル化の閾値や、樹脂中に存在する酸素による阻害反応などに

よって、ある露光時間内に硬化する領域が制限されるというものである。
(15)

 

最近の実験では、点露光によって樹脂を硬化させて、面内分解能 140nm、奥行き分解能

280nm を達成している。これは、使用しているレーザーの波長（763nm）とレンズの開口数

（NA: 1.3）から計算されるスポット径よりもかなり小さく、光の回折限界を超えた加工が

可能であることを示している。さらに最近、H.-B. Sun らによって、２光子造形の面内およ

び奥行き分解能をより厳密に求める実験手法も提案されている。
(16)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ ２光子マイクロ光造形装置
 (11),(12)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

図３ ２光子マイクロ光造形による３次元マイクロ構造の試作例. 

  マイクロロボットモデル マイクロピースサインモデル 

 

d） マイクロ可動部品の作製 

２光子造形法によって、微小な可動部品を作製することができれば、マイクロマシンへの

応用が飛躍的に拡大する。著者らは、レーザー光を高速に走査させて、可動部品を樹脂中に

一括作製する方法を開発した
(11),(12)

。図４に、マイクロギアの作製工程を例にして、可動部品

の一括作製法を示す。本手法では、まず可動部を固定するシャフトとストッパー部分を造形

し、可動部を作製する位置まで焦点面を移動させる。そして、可動部であるギアをレーザー

描画によって造形する。造形中、ギアには支持構造が何も付けられていないが、樹脂の粘性

によってギアは安定に浮遊する。本手法では、マイクロ領域におけるスケール効果（慣性力

よりも粘性力が支配的になること）を利用して、支持構造なしで可動部品を一括高速造形す

ることができる。この方法はもともと、著者らが 1 光子吸収を用いた内部硬化型マイクロ光

造形法
(15)

を用いて原理を提案し、その有効性を実証したものである。従来のマイクロマシン

作製技術に対して、非常に簡便かつ高速に可動部品を作製できることが高く評価され、欧米

で高い評価を得ている
(17)

。 

図５に、マイクロ可動機構の試作例を示す
(18),(19)

。歯数の違うギアが組み合わされたギア列
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（各ギアの直径: 8.3 , 6.3 ）や、サブミクロンのプローブ（直径 250nm）を有するナ

ノピンセットの作製に成功している。これらのマイクロ可動機構は、光硬化性樹脂が可視光

に対して透明であるため、光トラッピング技術によって非接触駆動させることが可能である。

次節では、２光子マイクロ光造形法の応用研究の例として、著者らが開発中の光駆動マイク

ロ・ナノマシンについて紹介する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ マイクロ可動部品の一括高速作製法. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

図５ マイクロ可動部品の試作例  マイクロギア列  ナノピンセット 

 

 ２光子マイクロ光造形法の応用 

a） 光駆動マイクロマシンの開発 

著者らは、前節で述べた可動機構の一括造形法によって作製したマイクロマシンを、光ト

ラッピング技術によって駆動させ、新しい光駆動マイクロマシンの創製を目指している。著

者らが提案している手法では、可動部品の一部にレーザー光を集光させて可動部品を捕捉し、

レーザー光を走査することにより、その軌跡に沿って可動部品を自在に操る。一例として、

マイクロギアの回転方法を図６に示す。ギアの歯を捕捉し、レーザー光を回転させて、ギ

アを回転駆動させる。図６に、液中で回転するマイクロタービンの連続写真を示す。
(18）

光トラッピングによる操作によって、このタービンは、シャフトに接触することなく、スム

ーズに回転することが示された。 

本手法を用いれば、回転駆動だけでなく、旋回や並進などさまざまな動作が可能となる。

丸尾らは、液中でマイクロマニピュレータを光駆動させ、フェムト・ニュートン（fN）・オ

ーダで発生力を制御することにも成功している。
(18),(19)

さらに最近、図５に示したナノピンセ

ットの光駆動にも成功した。
(19)

 図７に、ナノピンセットを液中で開閉駆動させた光学顕微

鏡画像を示す。このような液中駆動可能なナノピンセットは、静電駆動タイプのナノピンセ

ット（例えばカーボンナノチューブ・ナノピンセット
(20),(21）

など）と異なり、液中作業に適

している。また、AFM などのプローブ顕微鏡が不要であるため、ナノマニピュレーション

装置の小型化・低コスト化が期待できる。今後、２光子造形法の更なる高分解能化によって、
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先端プローブを 100nm 以下のサイズに先鋭化させれば、バイオナノテクノロジーに幅広く応

用可能なナノマニピュレーション・ツールとなるだろう。 

これまで紹介した光駆動マイクロマシンは、従来の光駆動型のマイクロパーツとは大きく

異なる特長を持っている。従来の光駆動型マイクロパーツの研究は、光回転子に関する研究

がほとんどである。
(22),(23)

これらはいずれも液中に自由に浮遊させるタイプであり、液体中に

多数個の回転子を分散させる必要がある。また、動作が回転運動に限定されることや、連続

的にレーザー光を照射させて光捕捉しなければならないなど課題があり、応用範囲が限られ

ていた。 

一方、著者らの光駆動マイクロマシンは、基板に拘束された機構であるため、液中に分散

させる必要が無く、マイクロデバイスに内蔵させることも可能である。さらに、さまざまな

可動部品を作製することで、回転のみでなく任意の動作が可能となる。近年では、我々のグ

ループ以外でも、光駆動マイクロマシンの研究が行われるようになった。例えば、P. Galajda
らは、２光子造形法で作製した簡単なワイヤーフレームモデルを用いて、光回転子やギ

ア列などを開発している。(24),(25)また、河田らは、光トラッピングによって駆動するマイ

クロスプリングを作製し、その振動特性も解析している。
(14),(26)

 

２光子造形法によって作製される光駆動マイクロ・ナノマシンの特長をまとめると、１）

液中での非接触駆動、２）多彩な可動機構による多様な動作、３）フェムト・ニュートンか

らピコ・ニュートンの力制御が可能、４）マイクロ化学合成分析システム（Micro Total Analysis 
Systems: -TAS）などに内蔵可能、などがあげられる。特に、-TAS に内蔵させれば、これ

までにない微小なマイクロポンプなどの流体制御デバイスの製作も可能である。著者が所属

する生田研究室では、マイクロ光造形法を駆使して種々のマイクロ化学デバイス（化学 IC
と呼ぶ）を開発している。

(27-32)
今後、光駆動マイクロマシンを応用すれば、新方式のマイク

ロ化学デバイスを開発することができると考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

図６ 光トラッピング技術を用いたマイクロ可動部品の光駆動 マイクロギアの回転方法 液

中で回転するマイクロタービン (１秒おきの連続写真). 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ ナノピンセットの液中駆動 
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b） マイクロ・ナノ光デバイスの作製 

２光子造形法の応用で最も盛んに行われているのが、マイクロ・ナノ光デバイスの作製で

ある。特に、次世代光デバイスとして期待されているフォトニック結晶の開発は多くの研究

グループで試みられている。例えば、H.-B. Sun らは、市販の光硬化性樹脂を使用して、ウ

ッドパイル構造のフォトニック結晶
(33)

や、フォトニック結晶の一部に欠陥を形成したマイク

ロキャビティ
(34)

などを試作している。 

アリゾナ大学の J. W. Perry らは、２光子吸収の発生効率が非常に高いπ共役ポリマーと

光開始剤を独自に開発し、それらの材料を用いてフォトニック結晶や光導波路を試作してい

る。
(35)

さらに、彼らは最近、ナノ金属微粒子を混合したポリマー中で光還元反応を誘起して、

金属製の３次元構造を作製する技術も開発しており、今後フォトニック結晶への応用を検討

している。
(36)

 

また、W. Lee らは、シリカ微粒子を自己組織的に３次元配列したテンプレートに光硬化

性樹脂を充填し、その内部に任意の３次元パターンを３光子吸収によって造形する手法を報

告している。
(37)

この手法は、微粒子の自己配列による高いスループットと、３次元造形によ

る設計自由度の高さを合わせ持った手法として注目されており、フォトニック結晶を大量生

産する手法として期待されている。
(38)

 

これまでに２光子造形によって作製されたフォトニック結晶は、ウッドパイル構造がほと

んどである。２光子造形法の３次元加工の自由度を活かせば、最も光の閉込め効果の高いダ

イヤモンド格子構造のフォトニック結晶も作製可能である。実際、市販の光造形装置を使用

して、マイクロ波領域で使用可能なダイヤモンド格子のフォトニック結晶が試作されている。
(39)

今後、２光子造形を駆使すれば、光領域で利用できる高効率なフォトニック結晶デバイス

が開発されるだろう。 

 

 まとめと今後の展望 

 ３次元マイクロ造形法の最近の進展として、２光子マイクロ光造形法を中心に、造形原理から

最新の応用研究までを紹介した。２光子マイクロ光造形法が最初に報告されてから５年が経過し

た。すでに、フォトニック結晶やマイクロマシンを中心にさまざまな応用研究が行われている。

最近では、生体高分子を利用して、ドラッグ・デリバリー・システムなどの医療マイクロデバイ

スを作製する研究も行われている。
(40)

 

また、２光子造形に適した新材料や色素の開発も盛んに行われている。例えば、２光子造形で

使用されている光硬化性樹脂は、光を照射した部分が硬化するネガ型タイプであるが、ごく最近

２光子造形に適したポジ型フォトレジスト材料が開発された。
(41)

ポジ型タイプでは、光を照射さ

せた部分を現像プロセスにより除去するので、マイクロ流体回路の作製のように、比較的大きな

デバイスを短時間で作製できるという利点がある。さらには、光重合性材料と異なり硬化収縮が

ないので、より高精度な 3 次元ナノ加工も期待できる。 

 近年、２光子造形に用いられるフェムト秒レーザーも小型化・安定化が進み、かなり普及して

きた。このため現在、２光子造形法に関する研究は、物理系や機械系にとどまらず、化学系や生

化学系の研究者にまで広まっており、次々と新しい報告がなされている。近い将来、２光子造形

法は、リソグラフィ技術などの従来技術を凌ぎ、バイオやナノテクノロジーに不可欠な３次元ナ

ノ加工技術に発展するものと期待している。 
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1.1.4 熱流体とマイクロ・ナノ：マイクロ熱流体システムの展望 

 近年、熱流体分野においてもマイクロ、ナノ領域の現象が注目され、スケール効果や場の拘束

効果，粘性や表面張力などの表面力の影響増大、希薄気体効果や電気二重層などの分子効果など

について、様々な研究が行われている。これらの知識は、マイクロマシン技術や微細加工技術の

発展と相まって、 マイクロ熱流体システムともいうべきシステムとして工業的な応用が検討され

ている。 

 マイクロ熱流体システムとしては、１）マイクロデバイスを用いてマクロスケールの熱流動現

象を計測・制御するシステム、２）マイクロデバイスを用いることにより従来機器を超小型にし

たシステム、が考えられる。前者に対応するものとして、MEMS センサ，アクチュエータ群を用い

た、乱流抵抗，剥離，燃焼，流体騒音などのアクティブ制御システムが考えられる。本稿では、

後者に対応するシステムの１つとして、近年注目されている超小型パワー源について環境負荷の

観点から検討し、国内外の取り組みと今後の課題について概説する。著者らのグループでは、マ

イクロ触媒燃焼器，マイクロエレクトレット発電器，マイクロ蒸気発電システムなどに取り組ん

でいるが、これらについては、添付資料を参考されたい。 

 

 超小型パワー源の意義 

近年、小型かつ可搬可能なエネルギー源への要求が高まりつつある。図１は、民生用可搬機器

の消費電力と電力量をプロットしたもの
1)
である。必要とされる消費電力は、0.1W から 100kW

オーダーまで幅広いが、ポータブル音楽機器や電気自動車を除けば１W から１kW 程度、エネル

ギー量も１Wh-１kWh に多く分布している。このような機器のエネルギー源には、従来化学電池、

なかでも２次電池が用いられてきた。2002 年における電池の国内生産額は約 6800 億円（（社）電

池工業会調べ
2）
）であり、２次電池は売上高の 76％を占める。電池の世界生産額は現在約４兆円

であり、毎年６％ずつ増加して 2006 年には７兆円に増大すると予想されている。また、2001 年

の電池消費においてアジアの占める割合は 36.1％と最も高い。国内生産のうち、２次電池として
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医療用医療用医療用医療用MM

電動工具電動工具電動工具電動工具

アシスト自転車アシスト自転車アシスト自転車アシスト自転車

人型ロボット人型ロボット人型ロボット人型ロボット

電動義手電動義手電動義手電動義手

人工心臓人工心臓人工心臓人工心臓 電動スクーター電動スクーター電動スクーター電動スクーター

電動車椅子電動車椅子電動車椅子電動車椅子

 

図１ 小型機器の消費電力と必要電力量（NEDO 技術動向調査 1）の改） 
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最も高性能なリチウムイオン電池は、生産個数では 9％であるが、生産額では実に 37％を占めて

いる
2)
。今後、画像など大容量データの転送可能な携帯電話，高クロック CPU・大画面を持つノ

ート PC，ウェアラブル端末などの情報通信機器だけでなく、電動義手，人工心臓，電動車椅子，

人型ロボットなど、医療・福祉分野でも可搬機器が発達していくと考えられ、エネルギー源の重

要性がさらに高まると予想される。例えば、完全埋込型人工心臓
3)
は，電磁駆動の本体、 20W の

電力を常時体の外部から供給するための経皮伝送コイル、20 分程度の駆動に必要な電力を貯めて

おく体内バッテリ、外部バッテリなどから構成される。未だテスト段階のシステムであるが、外

部バッテリの持続時間が長くなれば、それだけ、装着者が自由に行動できる時間が長くなり、QOL

の改善に役立つ。また、高齢者生活支援，建設・土木作業支援などへの応用が期待される人間型

ロボット
4)
では、消費電力が約 250W 程度あるので、人間と同様に８時間の労働を無充電でこな

すには２kWh 程度の電力量が必要である。 

一方、エネルギー密度を考えてみると、２次電池として最も高性能なリチウムイオン電池であ

っても 150Wh/kg 程度であり、上述のような今後発展が期待されるアプリケーションのエネルギ

ー源として不十分と言わざるを得ない。情報通信機器についても、第３世代の携帯電話において

も待ち受け可能時間が短いことが普及の足かせの１つになっているし、ノート PC などにおいて

バッテリ駆動時の連続使用可能時間が２～３時間に限られている。従って、数 10Mbps の通信速

度を持つ第４世代携帯電話、2014 年には消費電力が 186W に達すると予想される
5)
ハイエンド

CPU などの導入を考えたとき、エネルギー源の不足によりこれらの機器の性能が制約を受ける可

能性が高く、代替技術が強く求められている。 

 

 携帯可能エネルギーの価値 

 一方、これら可搬型の電源に対して、我々は暗黙の内に大きな付加価値を認めている。系統電

源の単価が約 16 円/kWh であるのに対し、マンガン電池（70Wh/kg）で 56,000 円/kWh、最もエ

ネルギー密度の高い空気亜鉛電池（370Wh/kg）では 136,000 円/kWh のコストを負担している。

２次電池の単価は１次電池に比べれば小さいものの、500 回の充放電を寿命と考えると、ニッケ

ル水素電池、リチウムイオン電池で約 400 円/kWh であり、系統電源の 20 倍以上となる。 

 従って、２次電池代替となる技術が、コストあるいは次節で示す環境負荷などの面で系統電源

に対して劣っていたとしても、社会に導入され広く普及する可能性は高い。そして、その技術は、

単に充電間隔が長くなるといった利便性を向上させるだけでなく、上述のように IT 情報社会の

基盤として、また、社会的弱者の QOL（Quality of Life）を向上させる切り札となると考えられ

る。  

 

 超小型パワー源 

 このような背景から、燃料の持つ化学エネルギーの密度が２次電池の２桁程度大きいことを利

用して、携帯機器の内部で発電するシステムが注目されている。表１は、各種燃料のエネルギー

密度、環境負荷を比較したものである。エネルギー密度が最も高いのは水素であり CO2発生も０

であるが、水素吸蔵に極めて有効なカーボンナノチューブなどの材料が開発されない限りは高圧

容器が必要であり、その場合、容器の重量を加味するとエネルギー密度は１kWh/kg まで低下し、
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携帯用としては実用にならない。従って、大気圧あるいは比較的低圧で液化できる炭化水素燃料

が適している。エネルギー密度は、メタノールでリチウムイオン電池の 30 倍、ブタンで 80 倍で

あり、発電効率が系統電源より低くても、なお、数 10 倍の持続時間が期待できる。 

 ここで、電力当たりの CO2発生量で比較してみる。リチウムイオン電池では、定電流・定電圧

の組合せで充電するため、鉛蓄電池やニッカド電池よりも充電効率は比較的高く、また、自己放

電もほとんどないので充放電効率としては 70％程度と見積もることができる。発電効率で比較す

ると、最新の大型ガスタービン・蒸気タービンのコンバインド発電プラントでは 50％を越える効

率を誇っているが、小型パワー源の効率はそれよりはかなり低いことが予想され、現時点では５

-10％程度であると考えられる。従って、系統電源の発生量 0.407kg/kWh を充放電効率で除して

0.58kg/kWh となるのに対し、超小型パワー源のエネルギー変換効率を５％と仮定した場合、メ

タノールで 5.08kg/kWh、ブタンで 4.58kg/kWh となり、CO2発生量は約８倍に増大することが

わかる。 

 

表１ 各種燃料のエネルギー密度，環境負荷 

 
LHV 

(MJ/kg) 

エネルギー密度

(kWh/kg) 

発熱量あたり CO2

発生量 

(kg/kWh) 

電力あたり CO2 

発生量 

(kg/kWh) 

水素 119.8 
33.2 

(実質１程度) 
０ 0 @ η=5％ 

メタノール 19.5 5.4 0.254 5.08 @ η=5％ 

n-ブタン 47.8 13.3 0.229 4.58 @ η=5％ 

DME 28.8 ８ 0.239 4.78 @ η=5％ 

LNG（13A） 

(東電火力) 

63.51 

（13A） 
- 

0.156 

（CH4） 

0.407 

（東電実績） 

Li-ion 電池 - 0.17 - 0.58 

 

 携帯機器・可搬機器のエネルギー消費・環境負荷 

 2000 年度の日本全エネルギー消費量は原油換算 405 百万 kL であり、うち民生部門は 27％を占

め、その割合は増加傾向にある
6)
。産業界では、オイルショック以降、省エネルギー技術，環境

負荷低減技術が盛んに導入されてきたのに対し、民生・家庭部門のエネルギー消費量は 1973 年

比 2.26 倍にまで増大している。また、CO2排出量で比較すると、民生部門は発電に伴う CO2排

出量の 13％を占める。従って、1990 年比 6％減を決めた京都議定書を遵守するためにも、民生・

家庭分野での省エネルギー・二酸化炭素排出削減は極めて重要な課題となっている。 

 ここで、携帯情報通信機器のエネルギー消費量を見積もってみる。携帯電話・PHS の契約台数は

2003 年で 7368 万台
7)
であり、ノート PC の台数を 2000 万台と推定する。そして、これらの機器の

バッテリが２日に１回充電される状況を考えてみると、AC/DC コンバータの効率を 90％として、 

(2.6Wh * 7368 万台 + 60Wh * 2000 万台)*183 日/0.9= 2.8x105MWh 
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となる。これだけでも、全供給電力量 8.24x108MWh の約 0.03％程度、原油換算で 74000kL に相

当する。そして、今後 IT 機器，医療・福祉機器，ウェアラブル機器などが発展し、これらの電

力量が５倍に増えるとすれば、バッテリ駆動の携帯機器によるエネルギー消費量が 370000kL、

CO2 排出量が民生部門の 1.2％にまで達する可能性がある。そして、前述のように、可搬可能な

エネルギー源が高い付加価値を持つことを考慮すると、省エネルギーや環境負荷低減といった評

価軸では逆方向であるにも拘わらず、超小型パワー源が広く導入されることが予想される。2010

年における超小型電源の市場を 400MWh/年とする見積り
8)
も報告されているが、この見積りにお

いても 2008 年から指数的な伸びを予測しており、小型パワー源の性能向上に伴って新たなアプ

リケーションが開拓されれば、飛躍的な増加もありうる。従って、携帯情報通信機器向けの小型

パワー源としては、系統電源の効率にいかに近づけるかという意味での省エネルギー技術が極め

て重要な課題と認識される。 

 以上をまとめると、小型パワー源の主な用途は以下の３つに集約される。 

● 情報通信機器のためのパワー源 

● ビリティを有する医療・福祉機器のためのパワー源 

● 革新的基盤技術のためのパワー源 

 携帯情報通信機器は、ユビキタス情報社会を実現する上でコアとなる要素であり、モビリティ

を有する医療・福祉機器は，社会的弱者の QOL の向上のために欠くことのできない技術である。

また、当初ビジネス用途を前提に開発されたポケットベル・携帯電話・PHS が広い世代に受け入

れられて、１つの社会現象まで引き起こしたのと同様に、小型パワー源は系統電源に繋がれてい

た機械を開放し、これまで例がなかったような新たなアプリケーションの創成する可能性も秘め

ている。 

 

 国内外における小型パワー源技術に関する今後の技術開発の方向 

 米国の MIT では、1994 年頃からマイクロマシン技術を用いた直径 1cm 程度のガスタービンを

製作する試みが始まった。その後、DARPA(Defense Advanced Research Project Agency)では、

数年前から MEMS プロジェクト
9)
、Micro Power Generation プロジェクト

10)
の両方で小型パワ

ー源のための基盤技術開発を行っている。さらに 2001 年から５年間で，2000-3000Wh/kg のエネ

ルギー密度を持つ 20W 級の電源の開発を目指して、Palm Power（手のひらサイズのパワー源）

プロジェクトとして年間 15 百万ドルの研究開発事業
11)
を実施している。発電方法は MIT 型のマ

イクロガスタービン、メタノール直接型燃料電池に限らず、ロータリーエンジン，固体高分子型

燃料電池（PEFC），メタノール直接型燃料電池（DMFC），固体酸化物型燃料電池（SOFC），熱

電発電（TE），熱光起電力発電（TPV）など、非常に多岐に渡っている。これは、現時点ではど

の手法が最良かは明確でないからであり、多くの試みの中から新しい基盤技術を生み出そうとい

う方針のもとで研究開発が進められている。また、Palm Power プロジェクトでは、約 60％がシ

ステム、25％が要素技術、残りが材料および加工技術などを支援している。 

 欧州では、オランダ，フランス，ドイツなどを中心に、EU Energy, Environment and Sustainable 

Development Program のもと、Microreactor Technology for Hydrogen and Electricity (MiRTH-e) 

プロジェクト
12)
が 2000 年から行われている。これは、20-100W 級の PEFC に用いる燃料改質器
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の研究開発プロジェクトであり、燃料としては主にメタノールが想定されている。研究内容は、

メタノール改質用マイクロ触媒反応器、マイクロメタノール蒸発器、PEFC と組み合わせたシス

テム構築、安全性の高いメタノール燃料容器、および、それらのモデリングと CFD 解析技術の

開発などである。なお、欧州では燃焼型発電器のプロジェクトはほとんど例がないようである。

これは、環境負荷に敏感なヨーロッパ人の考え方を表しているとも言える。 

 このように、小型パワー源に関する基礎研究はアメリカが先行し、30 グループ以上の異なった

アプローチの研究が進められ、システム開発，要素機器開発，材料や製作技術開発など、様々な

角度から研究が進められている。また、EU でも、固体高分子型燃料電池のための改質器に絞っ

て集中的に研究を進めている。日本では、東北大学，東京大学，IHI などで NEDO あるいは文部

科学省科学研究費による研究が行われているが、散発的な研究費援助があるのみであり、研究体

制は大きく遅れをとっている。特に、様々な技術的問題を解決するための手法を模索しながら研

究を進めていく現在の段階では、多くの研究機関で異なる DNA を持った研究者が取り組むこと

が極めて重要であり、我が国としても国のプロジェクトとしての体制を整えることが強く望まれ

る。 

 また、前述のように、多少価格が高くとも市場が小型エネルギー源の導入を切望していること、

燃料電池自動車や家庭用分散電源に比べて、必要開発資金が少なく、電気事業法などの法規制を

受けないことから、営利企業が容易に参入して利便性や低コストを前面に押し出し、市場が安易

に拡大される可能性がある。現状で予測されるエネルギー効率は低く、IT 機器，自立ロボット，

福祉機器などに対して爆発的に広がれば、我が国で COP3 を遵守する上で問題となっている民生

分野でのエネルギー消費をさらに押し上げる可能性が高い。小型エネルギー源の発電効率を向上

させるためには、高い技術的障壁を乗り越えなければならないが、将来のエネルギー消費増大を

防ぐ意味での省エネ対策を早急に進めることが極めて重要であると認識される。 

 

 技術的課題 

 超小型パワー源の技術的課題は以下のようにまとめられる。 

a）発電機の高効率化 

最新型コンバインド火力発電所の発電効率が 50％を越えていることを考えると、３年後の商

品化が発表されている小型パワー源の発電効率は系統電源よりもかなり低い可能性が高い。従

って、発電機（発電システム）の効率向上が最も重要な課題である。 

b）安全性の確保 

超高速タービンのローター破損時を考慮したハウジング設計、メタノールなど毒性のある燃

料のための安全な貯蔵容器、高温排気ガスの拡散など、使用時あるいは保管時の安全性確保が

必要である。特に、ビジネス用途では航空機内持込みに対する FAA 基準を満足できるような

設計が重要である。 

c）排気ガス 

燃焼型発電機では、NOx、CO などの排出ガスが問題となりうる。特に介護用ロボットなど

室内で使用される機械の場合、環境基準を満たすことは当然だが、さらにクリーンな排出ガス

である必要がある。また、燃料電池では NOx は出ないが、DMFC などではホルムアルデヒド
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などが排出される可能性もあり、シックハウス症候群などへの対応を十分考慮して排出ガスの

クリーン度を保たなければならない。また、メタノール燃料の漏れについての安全基準を定め

ることも必要である。 

 

 この他、普及に合わせた省エネ規格の導入、簡便な燃料供給法と販売ルート、さらには、国際

規格設定も重要である。 

 

 上述の課題を解決するための重要な研究テーマを、パワー源の種類ごとに列挙する。 

１）マイクロガスタービン 

 超小型遠心式タービン，圧縮機の形状最適化による断熱効率向上 

 炭化水素燃料を用いた微小空間内での高効率燃焼技術 

 小型超高速発電機 

 断熱するための耐熱構造体 

 超高速流体軸受・ベアリング 

 低消費電力の燃料バルブ・ポンプなどの補機 

 

２）その他の燃焼型発電機 

 ガスタービン以外の高効率熱機関の検討 

 炭化水素燃料を用いた高密度高温触媒燃焼技術 

 電磁誘導型・エレクトレット小型高効率発電機 

 断熱するための耐熱構造体 

 ナノ構造操作による熱伝導率と電気伝導率の非相似制御 

 TPV 用放射光スペクトル制御フィルタ 

 低消費電力の燃料バルブ・ポンプなどの補機 

 

３）燃料電池 

 炭化水素燃料の小型改質器 

 クロスオーバーを抑制する高分子膜 

 燃料流量の調整などのためのマイクロ流体制御デバイス 

 低消費電力の超小型空気ブロア，燃料バルブ・ポンプなどの補機 

 単セルの直列接続法（電圧の昇圧法） 

 水素貯蔵法 

 安全性の高いメタノール容器 

 漏れたメタノールの安全対策 

 

 このように小型高密度パワー源は，成果の適用範囲が広いだけでなく、材料，微細加工，燃焼，

化学，触媒，流体，電気･電子，制御などの基盤技術や、ガスタービン，燃料電池，マイクロ熱流

体デバイスなどの応用技術などについて、多方面の最新技術を融合する必要があり、産学官の分
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野横断的な体制が不可欠であると認識される。 
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1.2 ISMME2003マイクロエンジニアリングに関する国際シンポジウム 

 

1.2.1 ものづくり技術の観点から見たナノテクノロジーの分類 

2003 年 12 月１～３日に、土浦の日立製作所機械研究所、および、つくばの産業技術総合研究所

において開催された日本機械学会主催の「マイクロエンジニアリングに関する国際シンポジウム

(ISMME 2003)」は、製造技術分野から見たナノテクノロジーの将来動向に関して総合的に議論

する世界で初めての国際会議であり、国内外から製造技術分野に関連するナノテクノロジーの専

門家が約 180 名集まり、熱心な討論が行われた。 

ナノテクノロジーは、メカニズムも含めた現象解明も重要な課題であり、エンジニアリング的

な応用技術の開発と同時並行的に実施する必要があるが、従来は科学的な現象解明に重点が置か

れることが多かった。本国際シンポジウムでは、エンジニアリング的な観点からのナノ現象の応

用可能性の探求、ナノテクノロジーの実用化に関する汎用性のある方法論の確立という観点から

積極的な議論が行われた。また、企業に属する研究者が重要な役割を果たしながら、ナノテクノ

ロジー、あるいは、ミクロンメートルオーダーが中心となる MEMS，マイクロマシンなどのマイ

クロエンジニアリングの応用可能性を議論した点は、大きな特徴である。実際の討論では、現象

解明に重点を置いている研究者からは、エンジニアリング的な応用展開や将来動向に関して議論

することに対して、時期尚早や個別具体的に議論すべきとの反論も見られたが、製造技術の観点

からナノテクノロジーの特徴、可能性と限界を議論できたことは、世界でも初めての試みであり、

高く評価したい。 

国際シンポジウムにおける発表論文は、ISMME2003 のプロシーディングを参照していただき、

また、本国際シンポジウムの特徴である世界に対しての製造技術、機械工学技術分野の視点から

のロードマップに関しては、JSME International Journal の 2004 年７月号を参考にしていただくこ

とにして、本報告書では、国際シンポジウムでまとめられたアンケートに関して、本分科会でも

積極的に関与し、多くの議論をしていただいたので、マイクロエンジニアリング、ナノエンジニ

アリングに対する製造分野からの分類、さらには、将来動向に対するアンケート内容についてご

説明したい。 

本国際シンポジウムで提案された、マイクロエンジニアリング・ナノエンジニアリングと機械

技術・製造技術との係わりを検討する視点と、それに基づく大きな分類は、以下に示すような３

つの視点と合計 11 の分類である。 

 産業技術としてのマイクロエンジニアリング・ナノエンジニアリング関連新技術分野新技術分野新技術分野新技術分野 

A－１．情報技術（IT）分野 

A－２．バイオ・医療分野 

A－３．環境・エネルギー分野 

 マイクロエンジニアリング・ナノエンジニアリング関連技術開発動向技術開発動向技術開発動向技術開発動向 

B－１．機能を発揮するシステムの小型化小型化小型化小型化 

B－２．機能を集積集積集積集積した小型システムの作製 

B－３．大きなシステムにミクロな機能を新たに任意に埋め込むことによる高機能化高機能化高機能化高機能化・高性

能化 
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B－４．大きな既存製品既存製品既存製品既存製品において性能の限界を与えるミクロな要因の技術開発による改善 

 マイクロエンジニアリング・ナノエンジニアリングに必要となる新ものづくり技術・機械新ものづくり技術・機械新ものづくり技術・機械新ものづくり技術・機械

技術技術技術技術 

C－１．マイクロエンジニアリング設計技術 

C－２．新しい機能を実用化する技術 

C－３．マイクロ加工、集積、組立御術 

C－４．信頼性、メインテナンス、計測技術 

 

特に、マイクロエンジニアリング・ナノエンジニアリング関連技術開発動向として、機能を

発揮するシステムの小型化、機能を集積した小型システムの作製、大きなシステムにミクロ

な機能を新たに任意に埋め込むことによる高機能化・高性能化、大きな既存製品において性能

の限界を与えるミクロな要因の技術開発による改善、の４つ視点での分類を提案した点が特徴で

ある。小型化による高付加価値化、機能集積による高付加価値化は、いずれも現在 MEMS 技術

に代表される大きな特徴であり、今後もバイオ、計測などの種々の分野への応用、アイデアに基

づいた応用展開が強く期待されている。医療診断技術や健康促進産業への展開などのニーズが牽

引する技術開発が大いに期待されている。 

一方、ミクロな機能をマクロなシステムに埋め込み、システム性能の飛躍的向上を目指す高機

能化は、現在まで、マイクロ・ナノ機能の広域発現という概念での積極的研究開発の取り組みは

行われてきたものの、実証例がまだほとんど出ていないためにその重要性に対する認識はまだ十

分浸透していない。しかしながら、ナノテクノロジーの実用化という観点からは、既存の製品・

システムの高性能化への貢献が期待されるところであり、この観点からの技術開発に関する実証

例の提示、汎用性のある方法論の提示が強く要請される状況である。 

また、大きな既存製品における性能限界を与えるミクロな要因の技術開発による改善は、隙間

や間隔が、ミクロンメートルオーダーの領域以下になり始めていることから、圧縮機やタービン

などの漏れによる性能低下の著しいところでは大いに期待される技術である。現在、多くの企業

研究者にとっては，ナノテクの実用化、および、それにより実現する産業規模ははまだイメージ

しにくく、既存製品の性能改善のような観点から、ナノテクは役立つ可能性があるのかという議

論から出発することは、重要であると思われる。 

今後も、小型化、高集積化、ナノテクのインプリンティングによる高機能化、既存製品の高性

能化という視点は、いずれも重要であり、それぞれに対して、技術開発を精力的に実施すことが

重要であると考えられる。 

 

1.2.2 ものづくり技術の観点から見たマイクロエンジニアリング、ナノエンジニアリングのロー

ドマップ 

ものづくり技術の観点から見たマイクロエンジニアリング、ナノエンジニアリングのロードマ

ップは、以下のようなアンケートのプロセスで作成された。 

まず、マイクロエンジニアリングと機械技術・製造技術との係わり合いについて，以下の３つ

の視点からしていただいた。産業技術（製品・出口）としてのマイクロエンジニアリング・ナ
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ノエンジニアリング関連新技術分野、マイクロエンジニアリング・ナノエンジニアリング関連

技術開発動向、マイクロエンジニアリング・ナノエンジニアリングに必要となる新ものづくり

技術・機械技術の視点です。これらの視点からの具体的分類に対して，日本の競争力強化，

技術ブレークスルー，産業規模の観点から、将来を展望した重要度をお答えいただいた。 

次に，各分類に対する具体的代表例に関して，ユーザーあるいは技術者の立場で，実用化時期，

技術ブレイクスルー時期の予想や期待をお答えいただいた。 

具体的なアンケートの様式としては、たとえば、以下のようになっている。 

産業技術（製品・出口）としてのマイクロエンジニアリング・ナノエンジニアリング関連新

技術分野の視点 

 

日本の競争力強化日本の競争力強化日本の競争力強化日本の競争力強化    

時期 ３年後 ５年後 10 年後 20 年後 

A－１ 情報技術（IT）分野     

A－２ バイオ・医療分野     

A－３ 環境・エネルギ分野     

◎＝非常に重要，○＝重要，△＝少し重要，×＝重要でない 

 

次に，各分類に対する具体的代表例に関して、ユーザーあるいは技術者の立場で，実用化時期

（最初に製品が市場に出る時期），技術ブレイクスルー時期の予想や期待をお答えいただいた。具

体的に、代表例とされたのは、以下のキーワードである。 

 

 産業技術としてのマイクロエンジニアリング・ナノエンジニアリング関連新技術分野新技術分野新技術分野新技術分野    

A－１ 情報技術（IT）分野の具体的代表例：磁気記録装置 

a＝垂直磁気記録、b＝トンネル接合利用トンネル磁気抵抗ヘッド、 

c＝青色レーザー光磁気記録、d＝近接場光利用光磁気記録 

A－２ バイオ・医療分野の具体的代表例：ドラッグデリバリー 

a＝標的指向性ドラッグデリバリー、b＝吸収改善ドラッグデリバリ- 

c＝薬物放出制御ドラッグデリバリー、d＝癌治療用ドラッグデリバリーシステム 

A－３ 環境・エネルギ分野の具体的代表例：ナノテク利用触媒・要素技術 

a＝燃料電池用触媒、b＝環境触媒、c＝ナノ粒子触媒､d＝モバイル機器用超小型燃料電池 

e＝ナノ多孔質分離膜、f＝ミクロ水素貯蔵 

 

 マイクロエンジニアリング・ナノエンジニアリング関連技術開発動向技術開発動向技術開発動向技術開発動向 

B－１ 機能を発揮するシステムの小型化小型化小型化小型化の具体的代表例：マイクロセンサマイクロセンサマイクロセンサマイクロセンサ    

a＝非侵襲の血糖センサ、b＝可搬型環境ホルモン・ダイオキシンセンサ、c＝五感対応センサ 

B－２ 機能を集積集積集積集積した小型システムの作製の具体的代表例：マイクロチップマイクロチップマイクロチップマイクロチップ    

a＝遺伝子解析用 DNA チップ、b＝可搬型ガスクロマトグラフィー 

c＝MEMS 利用マイクロ冷却システム、d＝マイクロサテライトロケット 
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e＝ウエラブル生体情報センサ 

B－３ 大きなシステムにミクロな機能を新たに任意に埋め込むことによる高機能化高機能化高機能化高機能化・高性能

化の具体的代表例：熱交換器高機能化熱交換器高機能化熱交換器高機能化熱交換器高機能化    

a＝マイクロナノ機能利用流動抵抗低減技術、b＝マイクロナノ表面形状利用伝熱促進技術 

c＝ナノ機能利用断熱技術、d＝ナノ機能流体熱交換性能向上技術 

e＝電子機器の高性能パッケージング技術、f＝電子機器対応局所高熱流速除熱技術 

B－４ 大きな既存製品既存製品既存製品既存製品において性能の限界を与えるミクロな要因の技術開発による改善の具

体的代表例：流体機器流体機器流体機器流体機器    

a＝加工精度の向上による圧縮機の効率向上、b＝すき間低減によるタービンの効率向上 

c＝マイクロナノ表面形状機能によるポンプの効率向上 

d＝ミクロ機能利用翼冷却によるガスタービンの高温化 

 

 マイクロエンジニアリング・ナノエンジニアリングに必要となる新ものづくり技術・機械技術新ものづくり技術・機械技術新ものづくり技術・機械技術新ものづくり技術・機械技術 

C－１ マイクロエンジニアリング設計技術の具体的代表例：シミュレーシシミュレーシシミュレーシシミュレーションョンョンョン    

a＝分子動力学利用設計シミュレーション、b＝量子分子動力学利用設計シミュレーション 

c＝マクロ性能とミクロ現象の同時シミュレーション 

d＝界面ミクロ現象・界面性能設計シミュレーション 

C－２ 新しい機能を実用化する技術の具体的代表例：マイクロメカトロニクスマイクロメカトロニクスマイクロメカトロニクスマイクロメカトロニクス    

a＝ナノマニピュレーション、b＝DNA マニピュレーション 

c＝蛋白質分子マニピュレーション、d＝モレキュラーサージェリー 

C－３ マイクロ加工，集積，組立技術の具体的代表例：マイクロ加工マイクロ加工マイクロ加工マイクロ加工    

a＝微小穴加工、b＝微小径貫通穴加工、c＝曲面マイクロ加工、d＝微小接合 

e＝加工・組立融合技術の高性能化、f＝バイオ応用等液中マイクロ加工 

g＝自己組織化現象利用加工、h＝自己組織化現象の任意制御 

C－４ 信頼性，メインテナンス，計測技術の具体的代表例：ナノ計測ナノ計測ナノ計測ナノ計測    

a＝形状分解能の向上、b＝ナノスケール物性計測、c＝ナノスケール光学特性計測 

d＝ナノスケール磁気計測、e＝ナノ粒径のオンサイト計測、f＝接合強度計測 

g＝ナノ精度Ｘ線顕微鏡 

 

これらの分類は、国際シンポジウムの各セッションと多くの場合対応しており、各セッション

での議論が、ロードマップ作成に対して重要な貢献をすると期待される。また、一方で、今後発

表されるロードマップの内容は、本検討会の今後の議論とも密接に関係すると思われ、また、本

研究会の議論をロードマップの内容の改善に役立てていくことが重要と思われる。本国際シンポ

ジウムで提起された製造技術分野からのナノテクノロジーの実用化の方法論や汎用性の分類に基

づく共通基盤技術の確立は、極めて重要な視点であると思われ、この視点をさらに発展させてゆ

くことが必要であると思われる。 
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1.3 産業技術総合研究所 見学会報告 

 

去る 2003 年 12 月１日（月）～３日（水）に、『マイクロエンジニアリングに関する国際シンポ

ジウム －熱流体・信頼性・メカトロニクス－』が開催された。日本機械学会の熱工学部門が主

催したものであり、株式会社日立製作所機械研究所と独立行政法人産業技術総合研究所が会場と

なった。超精密化・超小型化など極限に近い条件で動作する機械の開発やマイクロ・ナノメート

ルオーダーの微細な世界で生じる機能を工学的に利用する研究など異分野の研究者の交流、情報

発信を目的としたシンポジウムであり、今回、国内外のマイクロ・ナノエンジニアリングに関す

る著名な研究者が多数集まった。 

 私は、この国際シンポジウム内で開催されたマイクロ・ナノエンジニアリングに関する研究室

見学会に参加した。このテクニカルツアーは、国際シンポジウム最終日（2003 年 12 月３日（水））

の午前に行われ、物質・材料研究機構のツアーと産業技術総合研究所ツアーの２つが、それぞれ

定員 30 名で行われ、私は産業技術総合研究所のテクニカルツアーに参加した。参加者は土浦駅よ

りバスに便乗して、産業技術総合研究所つくばセンターに向かったのだが、その広大な敷地や立

派な施設は、恵まれた研究環境であることが実感させられた。産業技術総合研究所に着くと、30

名の見学者を更に A、B２つのグループに分けて、研究室へのツアーが行われた。今回のテクニ

カルツアーの参加者は、海外の研究者と国内の研究者の比率がおおよそ、１：２程度であったこ

とから、「海外の研究者＋数名の国内の研究者」と「国内の研究者のみ」とのグループに分かれ、

私は海外の研究者が主体のグループに入ることとなり、研究室を見学した。 

今回、見学させていただいた研究テーマは、下記に示す内容のもので、それぞれ 20 分間のスケ

ジュールで行われた。 

【見学ツアー内容】 

・レーザーマイクロドリル 

・常温ナノプロセッシング 

・MEMS利用 

・分子トライボロジー 

・ナノバブル 

・マイクロファクトリー 

どのテーマも最新の研究であり、とても興味深い内容であった。個人的には、特に『常温ナノ

プロセッシング』
1）、2）

や『MEMS利用』
３）、４）、５）

といったテーマに関心を持った。 

『常温ナノプロセッシング』では、エアロゾルデポジッション法（ADM）による、圧電膜形成

に関する研究が紹介された。ADM は、ナノサイズの微粒子の衝突現象を利用することにより、

非熱平衡的に加工する方法であり、常温のプロセスで圧電厚膜を成膜できるという興味深いもの

である。担当している研究者から直接説明を受けたことで、「微粒子の入射角度によっては、デポ

ジッションではなくエッチングになるため、入射角度も重要な要素である」など細かなポイント

についても聞くことができたり、実際に加工装置を間近に見ることができたりしたことはとても

貴重な経験となった。こういったナノ加工プロセスのシーズから何か新しいアプリケーションが

できないかと、考えを巡らせながら説明を聞いていた。 
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『MEMS利用』では、マイクロ流路内でヒーターにより気泡を発生、移動させ、ポンプやバル

ブの機能をもたせたものや、液体粘度の温度依存性を利用して、ヒーターにより液体を加熱する

ことで、流動抵抗をアクティブに変化させ、ポンプやバルブの機能をもたせたものなど、微小空

間での液体・気体の特性を上手く利用した面白いテーマであった。こういったマイクロやナノの

大きさになるとマクロな世界とは違った特性がクローズアップされてくるスケール効果を上手く

利用したタイプのシーズであると感じた。 

一方、ナノテクといった言葉の響きからすれば、多少ずれているのかもしれないが、『マイクロ

ファクトリー』
6）
についての研究も一風変わっていて、大変興味深かった。「小さなものはそれに

見合った小さな生産設備で」といった考え方のもと行われている研究であり、従来の大型生産設

備に比べ格段に小型化された手のひらサイズの生産設備を開発している。これらの小型生産設備

は、省エネ、省スペース、省資源など様々なメリットをもたらすことが予想され、今後進むべき

方向の一つと考えられる。実際に、マイクロプレス機等により加工された部品が出てくるところ

を見た時は感動すら覚えた。このような大胆な発想の転換も重要であると感じた。 

ところで、今回、私が参加したグループでは、先に述べたように海外の研究者が主体であった

こともあり、説明や質問が全て英語でのやりとりであった。そのせいもあってか、海外の研究者

は説明を受けた後、多くの質問をするのに対し、私を含めた日本人側の質問の少なさが気になっ

た。積極的に、興味を持って研究を見学し、多くを吸収しようとする彼らの姿勢に、何か大切な

ものがあると感じた。 

以上、今回参加したテクニカルツアーの概要と感想について述べた。また、今回参加しなかっ

た物質・材料研究機構においては、 

【見学ツアー内容】 

・ナノチューブ利用温度計 

・ナノテスター 

・ナノ構造作成用超高圧電顕 

などの研究テーマでテクニカルツアーが組まれていたようである。こちらのテクニカルツアーも

最新のナノテクノロジーに関する研究で、大変興味深いものであったと思われる。 

今回のテクニカルツアーでは、最新のナノ・マイクロ分野での研究に触れることができ、非常

に刺激を受けたのと同時に、海外の研究者の積極性や研究へ興味・関心の高さなど見習うことが

多かった。今後もこのような研究室ツアーが活発に開催され、様々な分野の研究者の交流が図ら

れることを期待したい。また、今回の経験を来年度のナノ技術導入研究交流会での活動にも役立

たせていきたいと思う。 

 

【引用文献】 

関連ホームページのアドレス 

『常温ナノプロセッシング』 

１）http://unit.aist.go.jp/imse/isemi/ASgasdepo.htm 

２）http://www.techno-qanda.net/dsweb/Get/Document-8541/akedo_junn3.pdf 
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『MEMS利用』 

３）http://unit.aist.go.jp/imse/isemi/MSekitaii.htm 

４）http://www.techno-qanda.net/dsweb/Get/Document-3944/matsumoto_sohei1.PDF 

５）http://cpn.aist.go.jp/cpn/cpnadmin/servlet/putAttachdata?ATTACHDATAID=1241 

『マイクロファクトリー』 

６）http://unit.aist.go.jp/imse/finemfg/index.htm 
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２．ナノ技術の分類 

 

ナノ技術と一言でいっても、その幅広い範囲がゆえに、全体像の把握は困難である。そこで本

交流会では、まず、ナノ技術に対する共通認識を醸成するために、ナノ技術の鳥瞰的なマップを

作成することとした。また、現在あるナノ技術（シーズ）についての実例をいくつか列挙するこ

とにより、より詳細なイメージを持てるようにする。図 2.1 に『ナノ技術マップ』を、表 2.1 に

『ナノ技術例』を示す。 

 

2.1 ナノ技術の分類 

 

図 2.1 の『ナノ技術マップ』について簡単に説明する。まず、以下では、ナノメートルオーダ

ーのスケールになると特別な機能を発現する量子効果や、マイクロ・ナノメートルオーダーの形

状を付与することにより、ある特別な機能を発現する現象を『ナノ現象』と呼ぶことにする。そ

して、これらの『ナノ現象』を発現するための技術、ナノオーダの材料や加工プロセス、計測・

制御などの要素技術を、ナノ要素技術と呼ぶこととする。以下では、これらのナノの要素技術を、

『ナノ材料』、『ナノ加工プロセス』、『ナノ計測・制御』、『ナノ設計』に分類した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1 ナノ技術マップ 
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『ナノ材料』  ：カーボンナノチューブやフラーレンなど、ナノオーダの構造を有す 

   る材料である。 

『ナノ加工プロセス』 ：『ナノ材料』の製造技術や、ナノインプリントのように、ナノオーダ 

   の形状を加工する技術である。 

『ナノ計測・制御』  ：AFMなどに代表されるように、ナノオーダの精度で、長さや力、 

   温度の計測や制御を可能とする技術を指す。 

『ナノ設計』  ：『ナノ材料』や『ナノ加工プロセス』の設計技術（例えば、量子力学 

   に基づく材料設計など）と、これらのナノ要素技術を活用して製作 

   されるデバイスなどの設計情報、すなわちデバイス機能・特性のモ 

   デルやデータベースを包含する。 

 

また、これらの要素技術を使って製作されるデバイスを『ナノデバイス』と定義した。『ナノ

デバイス』には、そのスケールがナノまたはマイクロオーダのものと、ナノ要素技術を含むもの

の、デバイスそのものはマクロな大きさを持つものがある。これらのデバイスを、その特徴から

以下の３つに分類した。 

 

『小型デバイス』   ：デバイスの構造や機能としては、従来のデバイスと同一

  であるが、ナノ要素技術の活用によって、そのサイズが

  小型化されたもの。 

『集積デバイス』   ：ナノ要素技術によって、同一・類似の機能を集積したデ

  バイス 

『高機能・新機能デバイス』 ：ナノ要素技術によって、従来のデバイスに比べ高機能化・

  高性能化されたものや、上記のナノオーダに特有なナノ現

  象を活用し、新たな優れた機能を付加したデバイス 

 

さらに、それらの発展として『情報、環境、エネルギー、医療、バイオ等の分野でのアプリケ

ーション』が生み出されると考えられる。ただし、例えば『情報』分野のアプリケーションは、

電子デバイスのみを指すものではなく、また、『環境』分野のアプリケーションも、化学工学・技

術を用いたデバイスのみから成るものではない。これらは、あくまでもアプリケーションの分野

を示すものであり、それぞれの分野で、電子デバイスや化学工学・技術を活用したデバイスが利

用されることがありえる。本研究会では、ナノ技術と機械工学の融合する領域を検討するが、そ

のアプリケーションの分野も、機械産業分野に限定されるものでなく、上記のすべての領域に及

ぶものと考えている。 

 

2.2 ナノ技術例について 

 

 表 2.1 の『ナノ技術例』は、現在あるナノ技術（シーズ）についての実例を列挙したものであ

る。図 2.1 の『ナノ技術マップ』に基づき、ナノの要素技術を『材料』、『加工プロセス』、『計測・
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制御』、『設計』に分類し、その具体的な研究例を引用文献やインターネットでの調査等によって

列挙した。この表によって、ナノの要素技術への具体的なイメージを持つことが可能になると考

えている。 

 

本交流会におけるこのようなナノ技術の調査や整理等の活動により、ナノ技術の恩恵を機械工

業・技術に取り込んだアプリケーションや新しい産業や市場の提案ができればと考えている。 

 

【引用文献】 

 産業技術総合研究所 ナノテクノロジー知識研究会編：ナノテクノロジー・ハンドブック, 

日経 BP社（2003） 

 川合知二監修：図解 ナノテクノロジーのすべて, 工業調査会（2001） 

 川合知二監修：図解 ナノテク活用技術のすべて, 工業調査会（2002） 

 藤田博之著：マイクロ・ナノマシン技術入門, 工業調査会（2003） 
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３ ナノ技術に対する機械工学的視点と今後の活動方針 

 

3.1 ナノ技術に対する機械工学的視点での考察 

 

少なくとも古典的な機械工学の特長の一つは、分子レベルなどの微視的な構造や挙動、平衡状

態の現象論には踏み込まず、それらの巨視的な世界における結果だけを機械力学的特性量（物性

値）として取り扱うことである。たとえば、接触熱抵抗は、固体同士の接触界面における温度ギ

ャップを扱うために導入される特性量であるが、この温度ギャップは、固体表面粗さや、うねり

によって伝熱に寄与する真の接触面積が、みかけの接触面積に比較して小さいことによって巨視

的に発現する現象である。微視的にみれば、分子レベルの接点で、両固体に属する分子の熱エネ

ルギーにギャップ（不連続）は存在しないことは周知のとおりであるが、システム全体の熱設計

を行う際には、この巨視的な温度ギャップを熱流束の関数（通常は一次関数）として定義するこ

とは、非常に都合がよい。このように、ある代表寸法（例えば、メートルオーダ）のシステムの

設計において、その代表寸法よりもはるかにオーダの小さいスケール（例えば、ナノオーダ）の

現象を、特性量や物性値などの簡易なモデルに置換して取り扱うことは、極めて実効的であり、

これこそが工学の偉大なる知恵であると言える。逆説的に言えば、機械工学的視点では、メート

ルオーダのシステムにおいて、カーボンナノチューブやフラーレンなどのナノ構造や、ナノイン

プリントなどで形成される微細パターンの形状そのものが取り扱いの対象となることは稀であり、

それよりは、それらの性能や特徴を、機械工学的特性量や物性値を介して、システム設計につな

げることが、有効となると考えられる。 

図 3.1 に、上述の考えに基づき、機械工学的視点によるナノ要素技術とシステム（デバイス）

の関連付けを示す。ナノの要素技術の特徴を巨視的な機械工学的特性量として抽出し、また、デ

バイスやアプリケーションで必要とされる特徴や機能についても、同様に機械工学的特性量とし

てまとめることで、ナノ要素技術とアプリケーションやシステムを、機械工学の視点で橋渡しす

ることができると考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1 機械工学的視点によるナノ要素技術とシステム（デバイス）の関連付け 
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機械工学における設計・製造の要素技術は、図 3.2 に示すように、材料・部品、加工・組立、

計測・制御、設計、信頼性（品質管理）、メンテナンス・リサイクル、などに分類することができ

る。図 2.1 に示したナノ要素技術と、図 3.2 を比較すると、信頼性技術や、メンテナンス・リサ

イクル技術などは、ナノ技術分野では、十分に取組めていない分野であることがわかる。また、

材料や加工・組立技術においても、ナノ技術領域では、精度、ばらつきなどについて十分な技術

開発は進んでいない。これは、ナノ技術が、機械工学に比べてはるかに浅い歴史を持つためであ

るが、ナノ要素技術の産業界での本格応用を考えれば、これらの技術への取組みは不可欠である。

したがって、機械工学的特性量を介して、ナノ要素技術と、システムやアプリケーションを関連

付けたうえで、その実現と産業界への展開のために、解決しなければいけない課題を明らかにす

る必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2 機械設計・製造の要素技術分類 

 

3.2 本交流会の活動方針 

 

3.2.1 本交流会で扱うナノ技術の範囲について 

図 2.1 に示したように、本交流会では、ナノ技術の要素技術を、ナノ材料、加工プロセス、計

測・制御、設計に分類し、これらの技術を組み込んだデバイスを、ナノデバイスと定義した。こ

れらの分野の技術には、その代表的な長さのオーダが、厳密にはナノオーダでないものも含まれ

るが、以下の議論では、それらの技術が、微小な構造・形状に起因する、通常の材料や技術には

ない特殊な機能や特徴を有するものであれば、その長さのオーダに関わらず、ナノ要素技術とし

て扱うこととする。上記のナノ要素技術は、いずれも新たな機能の発現とその応用のために欠く

ことのできない技術と考えられる。本交流会では、これら要素技術に対して、取り扱う範囲を限

定しないこととした。 

応用分野については、次のような考え方に基づき、その取扱い分野の範囲を限定しないことと

した。まず、DLPやマイクロガスタービンなどのマイクロ・ナノシステム（そのスケールがマイ

クロまたはナノオーダのシステム）は機械工学と接点が多く、市場の成長が期待される分野であ
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るが、ナノ技術の応用をマイクロ・ナノシステムといった狭い領域に限定することは好ましくな

いと判断した。また、ナノ技術のアプリケーションとして挙げられている情報、環境、エネルギ

ー、医療・バイオなどの分野には、一見すると機械工業とは無関係なものがあるようにも考えら

れる。しかしながら、例えば、情報分野における高密度ハードディスクメディアとサーボ技術や、

医療・バイオ分野における DNA 検査システムなどのように、このような応用分野にも、機械工

業・技術と関係の深いアプリケーションが存在する。したがって、応用分野を限定することは、

機械工業におけるナノ技術の応用の可能性を狭めることになりかねず、好ましくないと考えた。 

以上、本交流会では、シーズであるナノ要素技術に対しても、アプリケーションの分野に対し

ても、取扱いの範囲を限定しないこととした。その代わりに、上述のとおり、機械工業・技術の

視点で、ナノ技術の応用可能性を明らかにできるように、その検討のアプローチの方法に工夫を

することとした。 

 

3.2.2 調査・検討の方法について 

 

本交流会では、ナノ技術のシーズと、機械工業分野におけるニーズとのマッチングを容易にす

るために、ナノ技術の特性を、機械力学的特性（たとえば弾性係数や熱伝導率）や電気的特性（電

気抵抗など）などの巨視的な量で整理することを試みる。その整理の一例を表 3.1 に示す。また、

機械工学でよく扱われる物性値、特性量を表 3.2 に示す。このような整理をしたうえで、その実

現時期、量産性、コスト、信頼性などの視点での課題を可能な限りでまとめていくことを目指し

たい。本交流会では、独自の「ナノ技術ロードマップ」のようなものは作成せず、他の研究会、

学会などのナノ技術の整理の結果を、有効に活用し、あくまでも機械工学の視点で整理すること

を目指したいと考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ナノ技術 弾性係数 引張り強度 硬さ 粘度 熱膨張係数 熱伝導率 表面抵抗 比誘電率

フラーレン
カーボンナノチューブ

半導体ナノ粒子
金属ナノワイヤ
ナノバブル

・・・

化学的特性
透磁率 磁化率 屈折率 反射率 透過率 触媒特性

機械力学的特性 熱・流体的特性 電気的特性

磁気的特性 光学的特性
コスト

表 3.1 各ナノ技術とその特徴（機械力学的特性等の指標）との対応表 
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表 3.2 代表的な物理量や特性量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記のような整理は、シーズの整理であるが、本交流会では、ニーズからもナノ技術へアプロ

ーチを試みる。すなわち、企業の技術者へのアンケート調査や本交流会参加者の討議より、機械

工業分野におけるニーズを収集し、さらに、それらのニーズを、その実現に求められる機械力学

的な物性値や特性量で分類していく。最後に、シーズの整理とニーズの整理とを付き合わせるこ

とにより、機械工業・技術におけるナノ技術の応用の可能性を明らかにできるものと期待する。 

 

3.3 来年度に向けての活動方針 

 

以下、本交流会の来年度に向けての活動方針を示す。 

１．ナノ技術のシーズについて、機械力学的特性や特性量によってまとめ、その実現時期や課

題などを整理する 

２．アンケート調査などによりニーズを抽出し、それを解決するために必要とされる機械力学

的特性や熱・流体的特性などの指標をまとめる 

３．機械力学的特性や熱・流体的特性などの指標を共通言語（橋渡し役）として、ナノ技術のシ

ーズとニーズのマッチングを大枠でまとめ、新たなナノ技術のアプリケーションを提案する 

 

本年度および来年度の本交流会の報告書が、機械工業・技術におけるナノ技術の適用を広げる

ために活用されるものとなることを、切に期待したい。 
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４ 終わりに 

 
科学技術基本計画において重点分野として掲げられていたのは、本交流会で取り上げているナ

ノテクノロジの他、バイオテクノロジ（ライフサイエンス）、情報通信、環境である。米国でも国

防総省（DARPA）などの資金がこれらの領域に重点的に流れ込んでおり、残念ながら、国家レ

ベルでの研究開発投資というメトリクスで見る限り、機械工学分野における技術革新、市場への

新たな価値の提供に対する期待は薄いようである。しかしながら、モノつくりの工学として発展

してきた機械工学の懐は深く、また応用分野は極めて多岐にわたるのである。実際、諸外国の製

薬会社やゲノム系のベンチャー企業が日本に注目しているのは、大量の DNA 検査に必要な精密

機械技術が日本にあるからである。情報通信分野でも、その基幹となる半導体製造技術で機械工

学が大きな役割を果たしているのはもちろん、情報家電やホームロボットなど、機械と情報通信

の新たな融合の芽が出始めている。 
バイオテクノロジや情報通信と比較し、ナノテクノロジと機械工学、機械産業との連携は、今

のところ十分とはいえない。その理由のひとつは、ナノというオーダが、既存の機械工学が主に

取り扱うメートルというオーダと 10
-9
もかけ離れており、一見、両者の親和性が悪いからだと思

われる。第三章に述べたように、本交流会では平成 16 年度の活動として、機械工学的特性量や物

性値を媒体として、ナノテクノロジと機械工学・機械産業を結び付けていくことに取組んでいく。

機械工学的特性量は、システムに比べて非常に小さなスケールの現象がシステムに及ぼす影響を

システムのスケールでモデル化するために機械工学が生み出してきた量であり、このような特性

量でナノ技術の特長を整理していくことで、その革新的技術の成果を、機械工学・機械産業へ発

展させる道が開けていくと考えている。 
本交流会の成果が、将来の機械工学・機械産業の発展に少なからず役立つことを願い、本年度

（平成 15 年度）の活動をここにまとめさせていただき、来年度（平成 16 年度）の活動に臨む所

存である。 
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