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1．はじめに

ナノテクノロジー・材料分野は、第 2期科学技術

基本計画（平成 13－ 17年度）において、「広範な

科学技術分野の飛躍的な発展の基盤を支える重要分

野」として、「ライフサイエンス」、「情報通信」、

「環境」の 3分野とともに、重点 4分野のひとつと

して位置づけられ、優先的に資源を配分すべき分野

とされた。内閣府総合科学技術会議が答申した第 3

期科学技術基本計画（平成 18－ 22年度）において

も、ナノテクノロジー・材料分野は引き続き我が国

の科学技術政策において重点的に推進されるべき 4

分野のひとつとされている 1）。第 2期科学技術基本

計画において重点分野とされたことにより、ナノテ

クノロジー・材料分野における研究は、特にナノテ

クノロジー分野において顕著に活性化し、萌芽的研

究から次のステージへ移行する研究やバイオテクノ

ロジーや情報通信等との融合領域の研究が増加し

た。このことからも明らかなように、基礎的・基盤

的研究は十分に成果を挙げてきている。材料分野に

おいても「ナノテクノロジーを積極的に活用する物

質・材料研究（Nanotechnology Driven Materials

Research）」が積極的に推進されたことにより、材

料研究そのものも着実に活性化され、様々な研究成

果を挙げている。

一方、ナノテクノロジー・材料の研究成果が、国

民の目に見える形で革新的なイノベーション創出と

して実用化・産業化までに至った事例は必ずしも多

いとはいえない。実用化を強力に推進させる環境整

備の必要性が指摘されているところである。基礎研

究から実用化への行程における様々な障碍を可能な

限り低減し、短期間で実用化・産業化に直結する

シーズとなるべきプロトタイプを開発するために

は、優れた基礎的研究の成果とアイディアを有する

ナノ物質・材料研究者（イノベーター）が、最先端

のナノテクノロジーのコア技術を利用可能とするこ

とが必要である。総合科学技術会議分野別推進戦略

（ナノテクノロジー・材料分野）においても、イノ

ベーション創出拠点におけるナノテクノロジー実用

化の先導革新研究開発は戦略重点科学技術の一つと

して積極的に推進すべきとされている 2）。

このようなナノテクノロジー・材料研究分野の共

通的な高度コア技術となるものは、ナノスケールに

おける物質・材料の加工技術、創製技術、造形技術、

計測技術、予測技術である。ここでナノスケールの

予測技術とは、計算科学に基づいたナノシミュレー

ション・モデリング技術のことである。一方、ナノ

スケールの加工（削る）、創製（積む）、造形（かた

ち造る）、計測（測る）の技術は、ナノスケールで

の材料開発に必要不可欠な“ものづくり”のための

技術である。これら 5種類のナノファブ技術は相補

的かつ相乗的な関係にあることから、ナノスケール

の製造技術の共通的な基盤技術・基盤施設として整

備する必要がある。ナノテクノロジーの進展に伴い、

このような“ナノスケールのものづくり”のための

高度な創造的試作（Innovative Prototyping）を可能

とする共通研究開発施設として、いわゆる“ナノ

ファウンドリー（Nano-Foundry）”の整備が国内・

国外で進められている。ここでファウンドリー

（Foundry）とは“工場”を意味しており、ナノファ

ウンドリーとはナノスケールの創造的試作工場とい

える。

しかしながら、従来のナノファウンドリー施設は

シリコン等の半導体に対応可能な施設が主体であ

り、物質・材料研究者の独創的なアイディアやシー

ズの実現には対応が困難であった。また、“ナノテ

クノロジーを活用する物質・材料研究”を効率的に

推進するためには、単一プロセス型のナノ試作施設

では不十分であり、上記のナノ製造に必要な 5種類

のプロセスを一貫して整備することが必要となるだ

ろう。

このような観点から、多様な物質・材料に対応可
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能であり、素材からプロトタイプ作製までの一連の

ナノプロセス（ナノ加工・ナノ創製・ナノ造形・ナ

ノ計測・ナノシミュレーション）を備えた世界最高

水準のナノ創造工場（スーパーナノファウンドリー）

の整備を我が国全体として推進すべきであると考え

る（図 1）。このような高度ナノ創造基盤施設を中

核として、さらに大学や独法研究機関の保有する大

型共用研究施設との連携を図ることにより、大学・

独法機関・企業等の研究者が行う“ナノテクノロ

ジーを活用する物質・材料研究”を強力に推進する

とともに、研究開発効率を画期的に向上させること

が可能になる。さらにこのようなナノテク創造と分

野融合の場においては、将来の研究開発を担う若手

研究者・技術者などのナノテクノロジー・材料分野

の人材育成に大きく貢献できるものと期待できる。

2．世界の研究動向

海外においては、米国クリントン大統領により

国家ナノテクノロジーイニシアティブ（National

Nanotechnology Initiative, NNI）が発表された 2000

年以降、ナノテク基盤インフラには積極的な整備が

なされており、ナノファウンドリーと呼ばれるナノ

テク創造拠点の構築が推進されてきた。

米国では、ユーザーファシリティーの提供や人材

育成等を目的として、全米規模のナノテクノロジー

基盤整備ネットワーク（National Nanotechnology

Infrastructure Network, NNIN）が全米科学財団

（National Science Foundation, NSF）により整備され

ており、全米 13大学が参加している。NSFは米国

政府で最大の NNI予算を持つ機関である。また、

エネルギー省（DOE）では、ナノ材料の合成・加

工・操作・分析を行なうユーザー施設としてナノ

スケール科学研究センター（Nanoscale Science

Research Center, NSRC）の建設を支援してい

る。商務省傘下の米国標準技術研究所（National

Institute of Standards and Technology, NIST）で

は、プロトタイプデバイスの作製を目指したナノ加

工・創製・計測の一貫施設（Center for Nanoscale

Science and Technology）を整備し、2005年より稼

働させている。

このなかで最大の規模を持っているのが米国

ニューヨーク州の州都 Albany 市にある Albany

NanoTech である 3）。ここでは IBM や東京エレ

クトロンなどの企業とニューヨーク州立大学

（University at Albany - SUNY）などの大学が研究を

開始している。300mmウエハ設備など最先端の微

細加工ラインをもち、次世代半導体製造技術を開発

すると同時に材料開発やバイオ用のラインを配置

し、産官学連携のもと、今後の 5 年～ 10 年先の

図 1 “ナノテクノロジーを活用した物質・材料研究”を効率的に推進するための世界最高水準のナノ
創造工場（スーパーナノファウンドリー）整備構想の概要
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Emerging技術の開発を進めている。特に半導体業

界との密接なつながりがあり、研究開発のみならず、

最先端技術の商用化への加速、ハイテク企業の育成、

ナノテク人材育成までを一貫して実施している。

欧州においてもナノテクノロジーの研究開発は活

発であり、米国 Albany Nanotechのような先端的融

合分野に強く関連するナノテク創造拠点は積極的に

整備されつつある。特にフランスは科学技術推進に

注力しており、欧州の代表的なナノテク拠点施設は

フランス、グルノーブル市にあるマイクロ・ナノテ

クノロジー・イノベーション拠点MINATEC（Pole

d'Innovation en Micro et Nanotechnologies）である 4）。

フランス国立科学研究センター（CNRS）、フラン

ス原子力庁電子情報技術研究所（CEA-LETI）、グ

ルノーブル工科大学（INPG）ならびにイーゼル県

投資促進局が中心となって、マイクロテクノロ

ジー・ナノテクノロジーに関連する教育・研究・開

発・技術移転を行う産学官連携の研究開発拠点であ

る。ここでは、半導体関連技術を開発してきた

CEA-LETIに隣接した大型クリーンルーム設備をつ

くり、米国と同様に半導体微細加工技術とナノテ

ク・材料、バイオ領域との融合をめざしている。ベ

ルギーでは、半導体に関連するマイクロ・ナノテク

ノロジー独立研究拠点、IMEC（Inter-University

Microelectronics Center）、がマイクロ・ナノエレク

トロニクス、ナノテクノロジー、情報通信システム

技術などにおける産業界ニーズの約 10年先の基礎

科学研究開発を行っている。

アジアにおいても、韓国、台湾、中国においてナ

ノテクノロジーの研究開発拠点となるべきナノ

ファウンドリー施設の整備が急ピッチで推進さ

れている。例えば、韓国では、韓国先端科学技術院

（Korea Advanced Institute of Science and Technology,

KAIST）の下に国立ナノファブセンター（National

Nano Fab Center, NNFC）を建設し、Si基板を中心

とする電子デバイス、MEMS/NEMS、ナノバイオ

などの研究開発と受託サービスを行う体制を整え

た。さらに韓国科学技術院（Korea Institute of

Science and Technology）の下に韓国先端ナノファブ

センター（Korea Advanced Nano Fab Center, KANC）

の建設が進められており、ここでは非シリコン系デ

バイスの研究開発に特化した先端ナノテク研究開発

拠点となるだろう。

3．国内の研究動向

我が国では、文部科学省ナノテクノロジー総合支

援プロジェクトにおいて、ナノテクノロジーの研究

開発で多くの研究者が必要としながら容易に使用す

ることができない高度な計測技術、極微細加工技術、

合成評価技術を、共用施設を通して技術支援を行っ

ている。現在、4つのグループ（放射光、超高圧透

過型電子顕微鏡、極微細加工・造形、分子・物質総

合合成・解析）に所属する 14の共用施設・機関が

技術サポートを行っている 5）。このなかで極微細加

工・造形グループに所属する、産業技術総合研究

所・ナノテクノロジー研究部門、早稲田大学ナノテ

クノロジー研究所、東京工業大学量子ナノエレクト

ロニクス研究センター、大阪大学産業科学ナノテク

ノロジーセンター、広島大学ナノデバイス・システ

ム研究センター、の 5機関においてナノファウンド

リー施設の整備と共用が積極的に推進されている。

このようなナノファウンドリー施設では、機関毎に

特徴のある極微細加工・造形支援に関する技術サ

ポートを行っており、ナノテクノロジー・材料分野

の研究者に先端的なナノ微細加工を身近に活用可能

とする上で重要な機能を果たしている。

ナノファウンドリー整備における世界的な潮流

は、分野融合的な明確なコンセプトをもち、かつ集

中整備された大型ナノファウンドリー施設の整備で

ある。今後、我が国も積極的に次世代ナノファウン

ドリー施設の整備を進めることにより、次世代の産

業基盤技術を確固とするのみならず、現在、世界を

リードしている我が国のナノテクノロジー・材料に

おける成果が速やかに実用化の段階に進むことが可

能になる。そのためにも、我が国が整備すべきナノ

ファウンドリーは、シリコン系の微細加工技術に留

まらない多様な物質・材料のナノプロセスに対応可

能な世界最先端の技術を集め、国際的な共同利用環

境において、高度ナノプロセス技術と物質・材料研

究が融合する場でなければならない。

4．今後の研究動向

我が国は、これまで第 2期科学技術基本計画に

沿ってナノテクノロジー・材料分野に重点をおき、

ナノ材料、バイオ材料、新材料開発を積極的に推進



してきた。また、この分野は分野融合による研究推

進が重要であることから、国内外の大学、独法並び

に民間研究機関における連携と融合による研究推進

体制の構築を進めている。

このような分野融合的研究を加速するために必要

なものは、ナノテクノロジー・材料と他の分野の融

合を可能にする拠点施設であり、我が国が整備すべ

きナノファウンドリー施設はこの位置付けになる。

このようなナノファウンドリー施設は新しい融合領

域の開拓をめざすものであり、その目的のための要

件を集中整備した施設であるべきである。この概念

を端的なことばで表現するならば、ナノレベルで

「削る」「積む」「造る」「測る」「予測する」の 5つ

の要素をもつ設備になる。

まず、「削る」とは、最先端のナノ加工技術であ

り、金属材料から半導体材料、酸化物材料まで幅広

い材料加工をナノレベルで可能にする技術である。

最先端の電子線リソグラフィー技術により、10nm

レベルのナノ加工が可能である。次に、「積む」と

はナノレベルで原子を積層するナノ創製技術であ

る。高精度な分子線エピタキシー法などにより量子

ドットなどのナノレベルの高品位結晶構造を創製す

ることができる。さらに、「造る」とはナノレベル

で 3次元的な立体構造をかたちづくるナノ造形技術

である。ナノレベルで集束されたイオンビームや電

子ビームにより、高精度の 3次元立体ナノ構造を造

形することができる。

これらのナノ加工・ナノ創製・ナノ造形で代表さ

れるナノプロセス技術は「ナノテクノロジー・材料」

研究分野で重点的に開発を進めてきた究極の「もの

づくり」技術であり、さらに、巧の材料開発技術を

生かすことが重要である。例えば、我が国では、革

新的な材料開発技術としてコンビナトリアル材料合

成を産学独連携のもとで推進してきた実績がある。

このような世界をリードする材料開発技術を高度ナ

ノプロセス技術と融合させることにより、ナノテク

ノロジー・材料の開発を加速すると同時にナノ材料

開発の拠点を構築するべきである。

「測る」とはナノレベルの高度な計測技術である。

我が国は、超高圧電子顕微鏡施設、強磁場施設、ナ

ノプローブ技術、表面計測技術、高輝度放射光施設

（SPring-8）等の世界最高水準の計測技術や施設を

保有している。「測る」技術としては、このような

先端計測技術の成果をナノファウンドリー施設の中

に十分に取り入れると共に、大型研究施設（放射光、

イオンビーム、中性子ビームなど）と連携して、高

度ナノ計測の共同利用ネットワークを構築すること

が望ましい。これにより、これまで分析が不可能で

あったナノ領域の分析が可能になり、材料開発やナ

ノバイオ研究を加速することができる。

「予測する」とはナノレベルでの材料設計、デバ

イス設計、機能予測、プロセス最適化などのための

モデリングとシミュレーションの技術である。その

ためには、各種物質・材料の特性、特にナノスケー

ルにおける材料特性に係わるデータベースなどの知

的基盤整備が重要であり、その有効活用により多様

な各種ナノ材料設計の有益な指針を与えることがで

きる。また、超高速コンピューターを活用した、第

一原理計算から熱力学統計まで幅広い計算材料科学

の推進は、先端的なナノ材料の設計やプロセス開発

に多大な貢献をしている。我が国が国家基幹技術と

して開発を推進しているペタフロップス級演算速度

を有する次世代スーパーコンピューターは、ナノか

らマクロまでのマルチスケールのモデリングを可能

とするなど、ナノテク・材料分野の強力な研究開発

ツールとなるだろう。このように、我が国全体のナ

ノテクノロジー・材料研究を加速するためのナノ

ファウンドリー施設は、計算材料科学や物質・材料

データベースと十分に連携を図ることが重要であ

る。

多様な物質・材料に対応可能な高度ナノプロセス

設備に最大の特徴を有するナノファウンドリー施設

は広く公開し、ナノ物質・材料研究開発を希望する

大学や独法研究機関、企業等にも開放し、オープン

アクセス型の研究拠点とするべきである。大学と独

法研究機関、企業との連携は単に新しいナノ材料開

発の観点からだけではなく、高度なナノ材料開発能

力をもち、将来の日本の科学技術を支える人材育成

の観点からも重要である。このような連携を全国の

主要大学との間で進めることで、若手のナノテク人

材育成はいっそう加速される。特に遠距離から参加

する大学院生にはインターネットをつかった講義や

指導教官との連携をサポートするための設備が必要

になる。

物質・材料研究のためのナノファウンドリー施設

で研究と人材育成を並行して進める意義は、ナノ
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ファウンドリーを運営する母体組織が各種材料開発

の国際的な研究拠点であることにある。研究拠点内

に設置されたナノファウンドリーで研究することで

材料開発や分析の段階で各分野での最先端の研究を

推進している第一線の研究者からのアドバイスや指

導を受けることができる。

文部科学省が進めるナノテクノロジー支援プロ

ジェクト事業により、国内にはいくつかのナノファ

ウンドリーが整備され、活動を行っている。物質・

材料研究のためのナノファウンドリー施設は、これ

らの設備との互換性や他のコンソーシアムのもつ設

備（例えば産総研のスーパークリーンルームなど）

との連携も視野に入れ、ナノテクノロジー・材料で

の研究成果をいち早く産業界へ移転する場としても

機能すべきである。このような多様な物質・材料に

対応可能かつ、一連の高度ナノプロセス（加工、創

製、造形、計測、シミュレーション）を具備したナ

ノファウンドリー施設はこれまでに存在しないナノ

ファウンドリーの新しい形態（スーパーナノファウ

ンドリー）である。

5．まとめ

我が国のナノテクノロジー・材料の研究成果をい

かに有効に機能させるかの視点から、物質・材料研

究におけるナノファウンドリーの在り方と将来構想

について述べた。ナノテクノロジー・材料の研究は

国内外で進められており、この分野での成否は我が

国の科学技術、産業、経済に大きく影響を与える。

ナノテクノロジー・材料分野における中核的研究機

関である NIMSが果たすべき責任と役割は大きいと

いえる。ナノ物質・材料に関する融合領域の研究開

発を推進するための施設を整備し、ナノテクノロ

ジー・材料分野でのリーダーシップを取る時期にき

ている。

このような観点から、“わが国全体の将来構想”

として、大学・独法機関等に属する物質・材料研究

者の独創的な研究シーズや新規機能性ナノ構造の概

念を迅速かつ高精度に実現するために、高度なナノ

創製・加工・造形・計測・シミュレーションを一貫

して行える共通インフラストラクチャー（スーパー

ナノファウンドリー）を整備することを提言する。

そこでは、多様な物質・材料（半導体・金属・セラ

ミックス・バイオナノ材料など）に対応可能な世界

最高水準のナノ創造のための高度ナノプロセスが利

用可能となる。オープンアクセス型の研究拠点とし

て、企業・大学・独法機関などの研究者・技術者

（イノベーター）が集い、革新的なイノベーション

を創出するとともに、ナノテク人材育成と分野融合

の場として運用する。さらに、図 2に示すような、

図 2 高度ナノプロセス（ナノ加工・ナノ創製・ナノ造形・ナノ計測）を備えた世界最高水準のナノ創造工場
（スーパーナノファウンドリー）．大型共用研究施設との連携推進によりナノテクノロジーを活用する物質・
材料研究を強力に推進



共同利用ネットワークの中核として、全国の大型共

用研究施設との連携推進により、“ナノテクノロ

ジーを活用する物質・材料研究”を強力に推進する

とともに、研究開発効率の画期的向上を図るものと

する。
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