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1．はじめに

相互に繋がったナノ細孔より構成される多孔質セ

ラミックスは、触媒坦体やフィルターとして広く利

用されており、また、様々な製造法が実用化されて

いる。ガラス材料分野での作製法には、ナトリウム

ホウケイ酸塩系ガラスの分相現象を利用した米国

Corning社の発明である多孔質シリカガラスの製法

がよく知られている。分相温度域で熱処理して分相

させたガラスを、酸エッチング処理してホウ酸主成

分相を溶出することにより、数ナノメーターの細孔

径の多孔質シリカガラスとする。また、中空のガラ

スファイバーに紡糸してから分相処理し酸エッチン

グを施すと、無機酸化物系の耐熱性の中空糸膜がで

きる。各種フィルターに応用されている。比較的大

きな孔の多孔体を作る時には、ガラス粉を軟化温度

付近で焼結する方法も用いられる。瓶ガラスや板硝

子のリサイクル品として作られることが多い。主に

水浄化のフィルターなどとして利用されている。分

相処理では数ナノメーターから数百ナノメーターの

細孔が、また、ガラス粉の焼結では数十～数百ミク

ロンの大きな細孔が生成する。また、これらの方法

は、繋がった不規則な形の細孔を作ることは出来る

が形の揃った細孔を規則的に配列することは出来な

い。モレキュラーシーブのように結晶構造を利用す

ると規則性を達成できるが、細孔径や細孔の配置は

一義的に決まってしまい自由度はない。

配列したナノメーターサイズの細孔を含有するセ

ラミックスに陽極酸化アルミナがある。陽極酸化技

術は、アルミニウムの化学的耐久性の改善やアルミ

サッシのカラー化などの技術として開発され、工業

的量産技術として確立されている。しかしながら、

ナノ細孔構造作製技術としてはまだ未開拓の部分が

多い。

井上 悟　ナノセラミックスセンター、物質・材料研究機構

2．世界の研究動向

近年のナノテクノロジーの世界的な研究ブームの

成果として、細孔の大きさや配置を制御してナノ細

孔構造体を作製する方法が考案されている。ガラス

材料の分野でもナノガラスと呼ばれる新分野が創製

され様々なナノ構造創製法が考案されている。その

多くはフォトニクス結晶の製作を意図した方法であ

る。また、フォトニクス結晶構造を構成する方法と

して、空孔を利用する方法と屈折率の大きく異なる

結晶相やガラス相を析出させる方法とがある。空孔

を利用する方法は、マトリックスとの屈折率差を大

きくし易くフォトニックス結晶格子の構築に有利で

あり、空孔を規則的に配列する加工法が精力的に研

究されている。

代表的な方法は、半導体製造におけるフォトリソ

グラフィー技術を応用した方法で、精度、安定性に

優れた方法である。気相合成法で堆積したガラス膜

を精密加工技術により加工して規則的な穴を空ける

ことにより世界初の本格的なフォトニクス結晶が英

国のサザンプトン大学の研究者により作製されてい

る 1）。この場合、結晶の原子に相当する物が空気柱

でマトリックスがガラスそのものとなる。空孔を利

用すると、屈折率差を大きくし易いのみならず、界

面が非常に綺麗でフォトニクス結晶の状態が良く機

能発現がシャープとなる。米国におけるガラス材料

研究分野においては、現在大学教官の世代交代の時

期にあり、機能性ガラスの開発研究を世界でリード

していたベテラン教官が多数退職しつつある。若手

研究者が好みかつ得意とする計算科学や解析・分析

の分野の研究、また、最新のアクチュエーターやプ

ローブ、レーザーや電子線などを用いたナノ加工の

研究は活発であるが、工業的な物作り研究はあまり

行われていない。

5．セラミックプロセス技術の進歩と多機能セラミックス

（4）ナノ細孔創製と利用 －新規ナノ細孔創製技術とその利用動向－



3．国内の研究動向

国内では政府のナノテクノロジー研究への重点的

な研究費のサポートもあり、様々なものつくり研究

が進められている。以下に代表例を挙げる。

3.1 陽極酸化法

アルミニウム金属を陽極酸化して陽極酸化アルミ

ナとすることにより、アルミナに数ナノメーターか

ら数百ナノメータの大きさの揃った細孔を規則的に

配列させる方法が研究されている。陽極酸化技術は、

工業量産型のナノ技術であり、ナノメーターレベル

の細孔のみならず、ナノメーターレベルとマイクロ

メーターレベルの共存するようなアスペクト比の大

きいナノ細孔の作製が出来る唯一の技術である。こ

れは、陽極酸化の自己組織化過程を利用して可能と

なるものである。この分野での研究は、NIMSの機

能性ガラスグループと首都大学東京の益田教授の研

究グループが精力的に取り組んでいる。首都大学東

京の研究グループは、ナノインデンターによりアル

ミニウム表面に規則配列圧痕を形成して陽極酸化処

理を行い、圧痕を反応開始点とすることで細孔配列

の規則性を改善する技術を確立している 2）。NIMS

においては、ガラス表面上のアルミニウム薄膜を陽

極酸化する独自の陽極酸化法によりナノ細孔配列陽

極酸化アルミナ薄膜の製法を開発し、機能材料開発

に応用している。3.4の NIMSの現状の項を参照い

ただきたい。

3.2 気相合成法 3）

原料ガスどうしを化学反応させてその反応物を基

板に堆積させる CVD（Chemical Vapor Deposition）

法や目的物質と同じ材料（ターゲット）にイオンを

ぶつけて目的のイオンを叩き出して基板に再び堆積

するスパッタリング法などによる気相合成法であ

る。活性点やナノ構造はマスクや自己クローニング

現象を利用して、物質を変えて繰り返し堆積するこ

とにより形成する。精度・安定性共に優れた方法で

あるが、効率や合成速度などの向上が難しい。

3.3 エッチング法

電子線や高出力エキシマレーザ光によるアブレー

ションを利用した直接のエッチング加工、そして、

放射光 X線や高速に加速した重粒子イオンビーム

を照射した後の照射ダメージ部分をエッチング除去

する手法などが研究されている 4）。マスクを用いた

リソグラフィー技術でパターン精度と生産性の向上

が計られている。また、近年飛躍的に進歩しつつあ

る超短パルスレーザ光（フェムト秒レーザ）を用い

たナノ加工の研究も進められている。しかしながら、

大型の電子や荷電粒子発生源、強力電磁波源などが

必要であり、研究レベルでも簡単に研究が出来ない

難点がある。また、あくまでもナノメータレベルで

の加工であり、ナノメーターとマイクロメーターが

同居するような加工、即ち、深いナノ細孔の作製な

どには適さない。

3.4 NIMSの現状

NIMSにおいては、ガラス表面に導電膜を形成し、

この上にアルミニウムの薄膜を蒸着法やスパッタリ

ング法により形成し、アルミニウム薄膜を陽極酸化

してナノサイズの細孔がガラス面に垂直に配列した

非晶質アルミナ多孔体薄膜とする新規の方法を開発

した（図 1）5）。導電膜はアルミニウムの陽極酸化を

最後まで進めるための電極である。また、一般のア

ルミニウムの陽極酸化膜では不可能であるが、ガラ

ス表面上の酸化膜では、バリア層と呼ばれる細孔底

部のアルミナ膜が側面のアルミナ膜より薄いため、

エッチングにより完全に取り除ける。自己組織化過

程を利用しているためマスク等なしでナノメーター

オーダーの細孔組織が形成できる。特に機械加工な

どでの作製が難しいサブミクロンから数ミクロン

オーダーの細孔の作製法について、高電位陽極酸化

法を開発している 6）。図 2に代表的な規則配列陽極

酸化アルミナの SEM写真を示す。現在は 400ボル

ト弱までの電位印可が可能であり、作製可能な細孔

径は数 nm～ 1000 nmの広範囲に亘る。高電位印可

法は、ナノインデンターなどを用いる方法と異なり、

一括処理で規則配列が達成でき、工業生産に適して

いる。細孔中にはゾル・ゲル法や電析法により化合

物や金属を導入することが出来、ナノ組織に様々な

機能を付加することが出来る。更に、非晶質アルミ

ナと細孔中に導入した化合物との溶解度差を利用し

て、アルミナの部分をエッチングで取り除きガラス

表面に自立型のナノロッドやナノチューブのアレイ

を形成できる。二酸化チタンを導入した光触媒への
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応用や磁性体を導入した高密度磁気記録媒体、そし

て、誘電体を導入した疑似フォトニクス結晶などへ

の応用が期待されている 7）。

4．今後の研究動向

4.1 世界の今後の研究動向

世界的には、電磁波、電子線、加速イオン粒子な

どを用いた、ナノメーターレベルの精密加工を目的

とした研究が精力的に進められると考えられる。こ

れらの研究を支えるのは、超短パルスレーザ装置や

ナノメーターレベルのマニピュレーションのための

装置の開発研究である。超短パルスレーザ光の代表

格であるフェムト秒レーザ装置に関しては、その装

置の小型化と高出力化、操作性の向上に関して活発

な研究開発が行われ、新製品が誕生している。ナノ

加工のためのマニピュレーション技術に関しても、

半導体工業の高集積化技術開発に牽引され様々な構

想に基づく技術・装置が開発されている。我が国に

おいても、公的研究機関、企業の研究開発機関にナ

ノファウンドリーの開設が進められている。ナノ細

孔加工は、ナノ加工技術の一つであり、これらの加

工装置・技術の開発により高精度の加工が可能に

なって行くと考えられる。しかしながら、これらの

加工技術はあくまでもナノメータレベルの加工に適

する技術であり、アスペクト比の大きな、即ち、細

孔の深さがマイクロメーターとなるようなナノ細孔

の加工への発展は不可能と考えられる。

4.2 NIMSの今後の研究動向

NIMSにおいては、今までに開発した金属薄膜陽

極酸化技術を更に高度化した、インテリジェント陽

極酸化技術を開発し、より高度かつユニークな 3次

元ナノ細孔構造作製法の開発とその応用についての

研究を進める。図 3にインテリジェント陽極酸化装

置のモデル図を示す。従来の陽極酸化においては、

アルミニウムの表面加工技術としての性格が強く、

アルミカラーサッシ製造に適した、即ち、限られた

条件のもとに行われている。しかしながら、陽極酸

化技術をナノ細孔作製技術として見直すことによ

り、より多様な条件下で多様な細孔構造が構築可能

となる。主に取り組む陽極酸化技術開発テーマは、

多層金属薄膜陽極酸化技術による Al以外の金属の

多孔質型陽極酸化 8）、多段陽極酸化技術による 3次

元細孔径不連続型細孔作製、条件連続変化技術によ

る細孔形の修飾技術である。新規ナノ細孔構造創製

研究は、精密な電圧・電流制御と電解液の微調整に

基づく精密陽極酸化技術と、細孔へのナノ物質導入

図 1 新規金属薄膜陽極酸化による配列ナノ細孔アルミナ薄膜
の作製手順

図 2 高電位陽極酸化法によるナノ細孔高規則配列アルミナア
レイ（下図は、上図のアレイのアルミナ骨格を溶解処理
して作製したアルミナナノチューブアレイ）
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による機能発現研究から構成される。ナノメーター

レベルとマイクロメーターレベルの混在可能な新規

の工業生産技術の開発を目指す。

5．まとめ

伝統的なナノ細孔作製技術には、触媒坦体やフィ

ルター等に利用されている細孔径は揃っていて配向

が見られない多孔体製造技術から、アルミニウムカ

ラーサッシ製造技術として開発されたナノ細孔が配

列したアルミナ被膜作製陽極酸化技術がある。そし

て、近年の高性能・多機能材料開発のためのナノテ

クノロジー開発研究の進行とともに、新規のナノ細

孔加工技術としてナノ加工法や新規の陽極酸化法が

生まれてきた。ナノ加工法は、新規の加工技術の開

発に伴って発達し、一方、陽極酸化技術は従来法を

発展・精密化・高度化することにより開発された。

これらの方法はどちらが優れていると言うものでは

なく、それぞれに特長がある技術であり、相互に補

完し合う技術である。したがって、これからの両技

術の発展はナノテクノロジーの発展を支え、そして、

新材料を生み出す駆動力になるものと期待される。
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図 3 インテリジェント陽極酸化装置模式図


