
1. ナノ科学 
1.1. ２１世紀の新しい科学―ナノ科学 

 
ニュートンが１８世紀力学を完成させ、１９世紀にはいり解析力学が整備されるに至ると、

決定論的世界観が一般的に信じられるようになった。そして一つ一つの原子分子は古典力

学により記述されるものの、複雑で大きな系には、適用することが難しいことから、統計

力学により複雑な問題を扱うようになった。一方で、黒体輻射や単位位相体積の問題、電

場と磁場の関係など、古典力学では解決し得ない問題がのこった。これは２０世紀初頭の

相対論と量子論の登場により、ミクロからマクロの様々な事柄が解決することができた。

しかし、現実世界（マクロ）と原子の世界（ミクロ）の中間に存在するナノ領域（メソと

もいう）は丁度境界領域にあり、相互作用が第一義的に重要である複雑系となる。こうし

た系においては、後に見るような周期性を考えたバンド理論が崩壊し、揺らぎ、表面効果、

量子化が主流になる。こうした、ナノ科学は２０世紀とは異なる新しい科学のパラダイム

を与える。 
 

1.2. ナノサイエンスと物理 

物理学における２０世紀の最大の成功は高純度単結晶の作製と固体物理学特にバンド理論

の確立したことにあり、この二つを利用して、半導体デバイス、超伝導体、強磁性体など、

物質の物性を応用し、新しい高機能文明を築き挙げた。人類は２０世紀後半にどんどんデ

バイスの高機能化を進めた。一つは小さい部分にたくさんの素子をくみ上げるLSI（large 
scale integrated circuit）であろう。このLSIの集積度はムーアの法則と呼ばれる法則1で、

上昇する。 
すなわち、いかに小さい領域に小さいものを作るかという研究が盛んに行われている。こ

のことは、いずれ、長距離の周期構造を必要とするバンド理論の崩壊を意味し、従来の固

体物理が成り立たない状況が現れる。また、誘電率や電気抵抗といったマクロ量の再定義

を必要とする。 

 

問 1.2-1 バンド理論について説明せよ。(Fermi level, 逆格子をいれて、) 

久保は、２０世紀半ばにこの崩壊を理論的に予想した。 

問 1.2-2 久保理論と呼ばれるが、説明せよ。 

 

                                                  
1 世界最大の半導体メーカーIntel社の創設者の一人であるGordon Moore博士が 1965年に経験則として提唱した、「半導体の
集積密度は 18～24ヶ月で倍増する」という法則。世界最大の半導体メーカーIntel社の創設者の一人であるGordon Moore博士
が 1965年に経験則として提唱した、「半導体の集積密度は 18～24ヶ月で倍増する」という法則。 

http://e-words.jp/w/E58D8AE5B08EE4BD93.html
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微少空間における電子状態を理解するためには、３つの要因が必要である。それは、有限

サイズによるバンドの離散化と表面の効果である。また、無限大の集合体では、極限中心

定理により無視することができた揺らぎを神経質に取り扱わないといけない。 
 

問 1.2-3 球内に閉じ込められた自由電子が球の大きさによりどのように変化するか調べてみ

よう。 又表面の割合は粒径とともにどう変化するだろうか？ 

こうして固体物理学は、新たな局面に入っていえる。 



1.3. ナノサイエンスと化学 

さて、物質をどんどん細かくしていくと原子や分子となる。周期律に代表される原子や

分子の概念の確立は化学の世界においては、２０世紀の最大の成功といえる。すなわち化

学反応を原子の組み替えとしてとらえ、原子の並びを構造として考える。ここの原子の性

質を電子の挙動で理解する。すなわち、Pauliの排他律に基づき、離散的になった軌道に１
つずつ電子を詰めていき、再外殻の電子の性質が原子や分子の性質を決定するという考え

方である。しかし、物質の性質はその原子や分子の集まり方に依存することが多い。たと

えば、炭素があつまったものの代表はダイアモンド、黒鉛があるが、それぞれ、性質が異

なる。ダイアモンドは、炭素が正四面体状に並び、堅い、半導体であり、しかし熱伝導が

よいという特徴を持つのに対して、黒鉛は、平面層状構造であり、剥離性があり、電気伝

導が高いが熱伝導は悪いという異なる性質をもつ。 
すなわち、集合の仕方によって、性質が異なるわけで、原子、分子という基本を理解で

きたからといって、物質の物性を理解できたとは言い難い。また、集まり方特に環境に応

じた集まり方によって、高機能を発現することもある。たとえば、リン脂質のような単純

な分子もその集まり方や蛋白との共同作用により、高機能を発現する。このリン脂質によ

る２重膜も周りの環境が変化すると壊れる。非常に柔らかいものである。すなわち、化学

者にとって、原子分子をスタートにして、現実の物質を作り上げるわけであるが、このと

きに、どのように積み重なるか？そのナノオーダの積み重ねはどうなっているかにより、

高機能化することが可能であり、高機能化学物質をナノオーダの配列を制御することで達

成することが現在の化学の主要テーマにもなっている。集まり方を規定するのは、相互作

用である。その相互作用は存在する物質の間で絶えず動的に変化する。こうした微妙な相

互作用をうまく利用して、ナノ領域の秩序物質を作ることができる。すなわち、自己集積

構造（Self-Assembly）あるいは、自己組織構造(Self-Organized)という言葉である。 
 

問 1.3-1 細胞を一つのナノシステムととらえて、その機能を説明してみよう。 

 



1.4. ナノサイエンスと量子論 

 量子論は、原子分子を理解する上で重要な働きをしてきたし、先に述べたように固体物

理において、バンド理論は基礎理論として、いまも重要な役割を果たしている。量子論は、

ナノ科学において、困難を抱えている。すなわちバンド理論の崩壊は前に見たとおりであ

る。それでは、バンド理論ではなく、原子分子を基礎として、考えてみたらどうなるだろ

うか？ 水素の量子論から考えてみよ。これが集まって水素の集合体ができたとする。化

学者は、それらの困難をうまく近似し、バンド構造に対抗する Tight binding 理論を編み
出して、固体物理の物性研究に利用している。この計算において、困難は２つある。それ

は電子が多数存在し、電子間の相関および交換ポテンシャルの取り扱いがひとつである。

二つ目は多数の原子核があるため、多中心積分を行う必要があることにある。無限の固体

になると、その周期性をうまく取り込み、2つの困難を克服しているが、ナノオーダになる
と、また新しいことを考える必要がある。 

問 1.4-1 水素の波動関数を求めてみて、それが、２，３個と集合していったときに上の困難が

どのように現れるか考察してみよ。 

さて、この二つの困難を克服するために LCAO近似と密度汎関数近似が行われている。 

問 1.4-2 LACO近似および密度汎関数近似について説明せよ。 

こうした近似は成功しつつある。ここで、困難を生み出している理由は、相互作用をどう

取り入れるかということである。このときに、系が大きくなればなるほど、相互作用の寄

与が大きくなるので、ナノ領域でもその大きさが大きくなると困難はます。 
1.5. トップダウンとボトムアップ 

こう考えると、化学は小さい方からくみ上げるボトムアップであり、物理は大きいのを

細かくしていくトップダウンの手法でナノ領域に突入しており、ナノ領域はこれまで化学

物理という形で分けられていたサイエンスとの両分野の境界領域といえる。さらに生物は

細胞というナノ組織体からなっていることから、生物学はもともとこの領域のサイエンス

を相手にしていており、化学、物理、生物を統合した新しいナノサイエンスがここで切り

開かれようとしている。 
 



2. 量子ビームとナノサイエンス。 
2.1. ナノキャラクタリゼーション 

ナノサイエンスを支えるものとして、ナノ物質を調製すること以外に、ナノ物質を見て解

析する技術が必要である。カーボンナノチューブやフラーレンは昔からすすや触媒上にあ

ったわけであるが、それが C60 の形をしていることが確認されたり、１層の壁を持つこと
が実証されてはじめてフラーレンやカーボンナノチューブとして認識され、実用に供され

るようになったといえる。すなわち、ナノキャラクタリゼーションが重要なファクターと

なる。 
従来の分光法に加えて、顕微法が重要になる。 
顕微法として、電子顕微鏡、走査探針顕微鏡法などの方法がある。これに、従来の分光法

と組み合わせた顕微鏡法ができるようになった。 
 

2.2. 電子顕微鏡 

2.2.1. 投影型電子顕微鏡 

電子顕微鏡としては、投影型電子顕微鏡と走査型電子顕微鏡の二つがある。 
投影型電子顕微鏡は、光学顕微鏡と同じで、適当な領域に光を当て、サンプルを透過させ、

電荷の分布により、電子線の強度に変調を受けることから、これを拡大投影して、顕微鏡

拡大像を得るものである。原理的には電子の波長限界までの空間分解能がある。実際には、

回折限界に到達する前にレンズの球面収差や色収差が大きくなり、空間分解能を限定する。

光学レンズでは無収差レンズを容易に作ることができる。これは、光学レンズにおいて、

凸レンズと凹レンズを適当に組み合わせることで、無収差レンズを実現している。しかし、

電子レンズの場合、凹レンズが実現することができないため、無収差を実現することがむ

ずかしかった。しかし近年、多極子電磁場を組み合わせることで、無収差を実現したり、

焦点移動法で無収差を実現されるようになった。 

問 2.2-1 電子レンズの無収差化を実現する方法について調べてみよう。 

問 2.2-2 投影型電子顕微鏡の原理について、調べよ。 

こうして、現在では、0.2 nmという原子レベルを切る高分解の装置が実現されており、
ナノ領域の強力な手法となっている。 
電子線を用いた場合に、そこに存在する原子が何であるかを知ることは重要である。い

わゆる化学分析です。 
さて、電子が物質を通るときにその一部は、非弾性散乱を受けることで、電子エネルギ

ーを損失する。たとえば、内殻電子を励起すると、内殻電子の吸収端特有のエネルギーを

損失するので、このエネルギー損失を調べることで、どういった元素により非弾性散乱を

受けたかを知ることができる。すなわち、電子エネルギー分光と電子顕微鏡を一体するこ



とで、化学分析顕微鏡を実現することができる。 

問 2.2-3 化学分析顕微鏡について述べよ。 

 
2.2.2. 走査型電子顕微鏡(SEM) 

 電子線を細く絞り、電子線を走査し、２次電子を得て、物質の拡大像を得るのが走査型

電子顕微鏡である。いかに電子を絞り、その絞られた電子より２次電子をいかに局所的に

発生させるかということが、分解能を決める。したがって、一般には高エネルギーを得る

ことができない。しかし、２次電子に混じって出てくる蛍光 X線や Auger電子をえること
で、容易に化学分析することができるという特徴をもつ。また、電子を透過させる必要が

ないので、厚いサンプルでも測定できるし、RHEED などの構造分析手法と組み合わせる
ことも可能である。 

問 2.2-4 走査型電子顕微鏡についての原理を調べてのべよ。 

問 2.2-5 SEM,SAM,EPMAについてのべよ。 

問 2.2-6 似た手法に STEMというのがあるが、これを調べてみよう。 

 
2.3. 走査探針顕微鏡 

上では電子を細めて、表面を観察する。一方物質の針先をとがらせると、その先端は１原

子になり、その１原子の針先をつかって、表面をなぞると、表面を１原子オーダで観測す

ることができる。このときに表面との相互作用として、トンネル電流を測るものを STM(走
査探針顕微鏡)、原子間力を測るものを AFMとよぶ。また、光をもちいて near field の条
件を達成して光の波長の回折限界を超える分解能を得ることができる SNOMなどがある。 

問 2.3-1 STM、AFMの原理とそれぞれの特徴、応用をまとめよ。 

問 2.3-2 SNOM の原理をのべよ。 

2.4. 光電子放出顕微鏡 

 光を物質の照射することで、物質から飛び出す光電子を集めて結像するのが PEEM法で
ある。光のエネルギーを掃引したり、円偏光を用いることで、表面の化学的な情報や磁性

を知ることができる。又Ｘ線をもちることで飛び出す電子のエネルギーが物質固有である

ことを利用した EXPEEM法により、化学分析表面マッピングが可能である。 

問 2.4-1 PEEMについて調べ、その原理と応用をのべよ。 



2.5. X線顕微鏡 

 X線を様々な手法で絞ることで X線顕微鏡を実現し、マイクロ回折、マイクロ X線蛍光
分析、マイクロ XAFS 、マイクロ XPSが実現されている。旧来、X線領域の物質の屈折率
は、ほぼ 1 であり、よいレンズがなかったため、X 線顕微鏡は難しかった。また反射鏡も
すれすれ入射の全反射を用いないと実現が難しいため、X線を絞ることができなかった。し
かし、近年の斜入射Ｘ線反射鏡(K-Bミラーなど)を用いることで、nmオーダの X線が実現
している。またゾーンプレートにより、X線のレンズの代わりをできるようになっている。 

問 2.5-1 X線反射鏡による X線顕微鏡について、その手法と、原理について概説せよ。 

問 2.5-2 X線ゾーンプレートの原理とその応用例を述べよ。 

問 2.5-3 マイクロ回折、マイクロ X 線蛍光分析、マイクロ XAFS 、マイクロ XPS の原理と

応用例をのべよ。 

2.6. 放射光 

  
強力な X 線を発生する手法として放射光がある。光速に近い速度で加速度運動をする

と、白色の X線を放出する。特に、以下の特徴をもつ。 
1. パルス光である。 
2. 白色 X線である。 
3. 指向性が高い。 
4. 直線偏光をもつ。 

 こうした特徴を生かして、分光、回折、散乱等の物質科学が広く用いられている。 

問 2.6-1 放射光の発生の原理をしらべよ。 

問 2.6-2 放射光によるナノ領域の応用として、磁性の研究があるが、その方法論について述べ

よ。 

 
2.7. 中性子 

 
 電子線、X線は電場、電子による散乱であるが、中性子は、原子核による散乱であるとこ
ろに特徴をもつ。原子核からの直接の散乱であるため、必ずしも原子番号に比例しない。

したがって、重水素に対しても相当の感度がある手法となる。中性子により、得られる情

報は、散乱法や回折法による構造解析や非断線散乱による振動解析に利用される。また、

磁性の研究にも利用される。 

問 2.7-1 中性子の発生原理を述べよ。 



問 2.7-2 中性子による散乱現象についてまとめてしらべよ。 

2.8. 超解像度顕微鏡 

量子ビームを用いた顕微鏡の場合その波長が回折限界となり、それ以上の細かいものを見

ることができない。 しかし、いろいろな工夫をすることで、回折限界を上回る分解能を

得ることができる。たとえば、対物レンズを油に浸すことで、速度をおとすと、波長がそ

の分短くなり、分解能があがる。（油浸レンズ） また、ニアフィールドの条件にすると、

エバネッセント波が発生し、ｚ方向の波数が虚数になるため、x,y方向の波数が、光速と振
動数によって決まる波数を超えることができるため、波長を短くすることができる。さら

に波の振幅の２乗、３乗の応答をおこさせると、その非線形性により、１／２の波長の光

が発生して、解像度が上がる。（非線形性の利用）また、共焦点顕微鏡は、照射系と光学系

の２重の分解能のたたみ込みになることで、分解能が向上する。 

問 2.8-1 超解像度顕微法について、まとめてみよう。 

 
3. ナノ物質 

 
3.1. リソグラフィーナノ構造 

半導体上に回路を作り、集積回路(IC)を作成する方法として発達した。レジストと呼ばれる
感光剤を薄く塗布した半導体基板にパターンを通して、光を転写する。光が当たったレジ

ストは光により変化して、溶媒に解けやすくなったり、硬化したりし、これを利用して処

理すると、パターンが半導体基板上に残り、これをもとに構造体を作ることができる。可

視光の波長は 300-800 nmであるから、回折限界によりぼけが起こる。そこで、紫外光、真
空紫外光や極紫外光(EUV)さらには軟 X 線が利用されるようになっている。また、収束電
子を用いることで、ナノオーダを実現することも可能である。 

問 3.1-1リソグラフィー法を励起方法により分類し、のべよ。 

問 3.1-2 リソグラフィーにより作られた例を述べて、その応用を議論せよ。 

問 3.1-3 リソグラフィーのよる問題点を明らかにせよ。 

 

3.2. ボトムアップナノ構造体 

3.2.1. 自己集積単分子膜(SAM:Self-assembled monolayer) 

固体基板を溶液に浸すと溶液中に溶けた高分子が、１分子層を自発的に配列することがあ

る。これが、自己集積単分子膜(SAM)である。たとえば、Au(111)にアルカンチオール溶液



を浸すと、その堆積量により、最初はアルカンが寝たストライブ層から、立ち上がった c(4x2)
構造に変化する様子が観測される。これに官能基をつけておくと、生体活性物質をつけた

り、また静電ポテンシャルにより、異なる膜を交互に積層することができる。また、LB膜
は、水面に形成した単分子膜を引き上げることで、基板上に配向した単分子膜をつける手

法であり、配向、配列、組成を分子レベルで調整することができる。 
 

3.2.2. デンドリマー 

中心から枝分かれして、周辺に伸びていく超分子をデンドリマーと呼ぶ。デンドリマーの

特長は、全体の形、内部空間と、外部末端官能基を自在に調整することができ、機能性ナ

ノ物質として DDS,膜輸送、細胞認識に用いられる。 
 

3.3.  ナノポリマー 

3.3.1.  ミクロ層構造とブロック共重合体 

異種の高分子 A,Bが共有結合で連結した A-Bブロック共重合体は、熱平衡で互いに均一に
混ざる無秩序状態と高分子の広がり程度のサイズ（数十ナノ）の周期構造をもつ秩序状態

をとる。秩序状態を取った場合には、同種の高分子間で集まるいわゆるミクロ相分離構造

をとるようになる。この周期構造を持つ秩序状態では、リソグラフィーでは作ることが難

しい短い周期構造を生み出すことができる。ミクロ相分離構造は、最小表面原理により決

定され、成分 A の比率の増加により、球、柱、ジャイロイド、ラメラなどに変化する。こ
うしたナノ構造を基板上につけて、表面にナノ構造体を構築し、Aのみを選択的に分解して、
機能物質をその後に導入することで、ナノ構造体を作ることもできる。 

問 3.3-1最小表面原理について説明せよ 

問 3.3-2 ブロック共重合体が示す様々な構造を調べよ。 

問 3.3-3 これによるナノ構造の例を述べよ。 

問 3.3-4 この手法の問題点を明らかにし、今後の研究展開について述べよ。 

3.4. 自己組織構造（Self-organized structure） 

 生物の細胞は、ナノ構造体の固まりである。では、この秩序構造がなぜできるのだろう

か？ それぞれの細胞に含まれる細胞膜、ミトコンドリアなどの組織は、2重リン脂質によ
り覆われている。細胞膜上には、様々なタンパクや糖が分布していて、それらが、誰かに

命令されることなく、その機能を的確に行っている。こうした自発的な組織化を自己組織

構造と呼ぶ。その特徴は、外部から自由エネルギーを供給して、初めて達成されるもので

あり、動的で、絶えず動いているが、しかし、秩序をもつという動的秩序性にもう一つの

特徴を持つ。すなわち、死ねば、組織はなくなる。自己組織構造とはないかという命題は



20世紀が 21世紀に残した最大の課題の一つと考えられ、これの本当の解明こそが、生命と
は何かに関しての私たちの永遠の問に回答を与えるだろう。 

3.5.  ナノ粒子 

3.5.1. 半導体ナノ粒子 

半導体はバンドギャップにより特徴づけられる。バンドギャップはサイズが小さくなると

広がる傾向にある。すなわち、バンドギャップ間遷移を利用して光を発光したりするが、

ナノクラスターになると短波長側の光をだすようになる。また、吸収も短波長側にシフト

する。これを利用すると、粒子サイズの決定や特定の粒子サイズのみを生成することがで

きたりする。 
3.5.2. 金属ナノ粒子 

金属が微粒子化すると軌道が離散化する。このため、金属は異なる電気伝導特性や磁性を

示すようになる。また、触媒作用も全く異なるものを示すことがある。金は不活性である

が、金をナノ粒子にすると活性が大きく変化する。すなわち、室温で CO を酸化するよう
になる。また、微粒子化すると融点が低下する。これは表面の割合が増えるためであり、

表面がナノ粒子で大きな役割を果たしている。 
3.5.3. 炭素ナノ粒子 

最近注目される粒子としてフラーレンがある。フラーレンは C からなるサッカーボール型
の物質である。I等を入れることで超伝導を示すことから注目を集めるようになった。 

3.6. ナノ多孔体 

SiO2などを骨格の基本とすることで、規則的な細孔をもつ物質が知られている。ゼオライ

トなどがそれである。決まった大きさを持つことから物質の分離に用いられる。またその

形状を利用した形状選択性も知られている。さらに、細孔を多数持つことから、吸着剤と

して用いられたり、金属触媒の担体として用いられる。また、細孔の大きさを制御する試

みもある。細孔をもつ界面活性剤に骨格の原料であるシリカを併せて用いて、ミセルを形

成し、その自己集積化構造体を構成した後、界面活性化成分を除去すると形、大きさ、配

列のそろった細孔が残る。これにより、数nmのメソ細孔をもつMCM41などが合成される
ようになった。  

3.7. ナノチューブ、ナノ細線 

内部が中空のカーボンナノチューブが９０年代初め飯島らにより発見されて以来、さまざ

まなカーボンナノチューブが発見されるようになった。黒鉛とおなじ、ベンゼン環を基本

としており、その組み合わせ方で、いろいろなキラリティーが生じる。 
3.8. 電子の量子化バリステック電気伝導 

１次源的な細線上を電流が流れるときに電子のコンダクタンスが量子化される現象である。

Landauerにより定式化された。 
3.9. ホトニック結晶 

波長程度の間隔で屈折率を変化させると、干渉により、特定の波長が物質中に入っていか



なくなる。すなわち光のバンドギャップができたことに相当し、新しい光学材料として利

用が期待される。例えば、赤外線を発生しない白熱電球や光をよく伝える素材の開発等で

ある。 
3.10. ナノ孔 

 Alの表面や Siの表面に薄く酸化膜をはった電極を作り、還元反応をさせると、酸化膜に
小さい穴が開いて、それが、規則的に並ぶ場合がある。またその穴の構造が規定されてい

たり、光を発光したりすることも知られている。 
 

問 3.10-1上で述べたいろいろなナノ物質一つ一つの詳細をしらべて、リポートしてみよう。 
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