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従来のナノ材料合成技術とその問題点

ナノ材料は、その物性によるデバイスの高性能
化や省エネルギー化に有効であると考えられて
いるが、

合成プロセスの問題（収量・収率・廃棄物等）

ナノ材料の価格（高価格）

等の問題があり、広く利用されるまでには至っ
ていない。
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新技術の特徴・従来技術との比較
• 従来のナノ材料合成技術の問題点であった、

◎収率・収量の改善

（ほぼ100％、従来の20〜50倍）

◎廃棄物が発生しない洗浄不要のプロセス

◎汎用の装置で合成可能なプロセス

により、安価に製造することが可能となった。

• 本技術の適用により、ナノ材料が安価に製造で
きるため、ナノ材料が画期的な低価格で提供が
可能なため、幅広い産業応用が期待



Nano-size, Nano material

 体積効果、表面効果、量子サイズ効果

 組成が同じでも、高活性・高性能化・高機能化・新機能の発現

 融点降下、バンドギャップ、磁性、可視光透過 等

 微小化・微細化・少量化・低温化などに有効、効果的

 形態はナノ粒子、ナノワイヤー、ナノチューブ、単原子層など、様々

材料のナノサイズ化

Au
Gold color
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Red color(SPR)
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Visible light transmittance 
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+
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化学的手法
（液相）

物
理
的
手
法

（気相）

コスト

環
境
負
荷

(低)

(高)

(高) び�ぴ
密封系装置
浄化装置

¥
＄

劇毒物・NOx・SOx・CO2
酸性雨・地球温暖化ガス

Nanoparticle Fabrication
ナノ粒子の合成手法におけるコストと環境負荷の関係
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Sustainable Development Goals
持続可能な開発目標

特殊なことではなく、人類・地球が繁栄するために当然な行動指針
一つの目標だけでなく、全体の目標を把握して行動する必要

各個人がステークホルダーとして何ができるのかを考え、行動することが必要



この スキームであれば、あらゆるSDGsの達成に貢献
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1st stage

高性能環境
ナノ材料実用化

ナノ材料・エコプロセスによる
環境革命
産業革命
プロセッシング革命

経済成長
疲弊しない社会経済

実用化の壁 産業化・実用化には、新しいプロセッシングデザイン・製造概念が重要
簡便・安全・安価になるほど実用化の敷居が低くなり、実用化促進

新産業創製

ナノ材料合成においてコストと環境性が両立すれば、実用化で必然的に貢献・達成 (far analogy)

SDGs Achievement in Material Field
材料分野における持続可能な開発目標の達成

2nd stage
エコプロセスは
サステナブル

3rd stage
エコプロセス・エコ材料
実用化による環境保全

エコプロセス・エコ材料実用化の普及
による世界社会福祉の充実・達成実現

Final stage

Far analogy(遠い類推)



 高価格（銀ナノ粒子も銅ナノ粒子もほとんど同じ価格）

 金属ナノ粒子単体は、液相法・気相法で価格に大きな差違はない

（大量合成が必要とされていなく、スケールメリットがない状況）

 金属ナノ粒子単体のハンドリングが難

合成時、合成後の保証（酸化・凝集などの問題）

金属ナノ粒子担持物質はハンドリングが容易（ステンドガラス、含浸法合成触媒等）

 負のスパイラル

（ →必要とされない（応用されない）→大量合成されない→価格が高い→）

Problems in Metal Nanoparticle
金属ナノ粒子の問題

金属ナノ粒子における問題の解決 正のスパイラルの構築が重要

（ ハンドリング容易→安価 →大量合成→応用用途拡大→大量利用→ ）

プロセッシングによる解決
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9 粒子径 ∝ 原料溶解濃度

分散剤濃度

還元剤濃度>

<

低濃度

少量・弱い還元剤

大量使用

これらの条件で微細化は達成可能

低収率

低収率

問題点 金属源由来残留物

金属塩
有機金属化合物 等

過剰残留分散剤

ジレンマ

洗浄・浄化が必須

高コスト

が、合金（ナノ）粒子は合成が限りなく不可能

金属イオンA 金属イオンB 酸化還元電位の異なるイオンの同時還元は困難

同時還元できないので

コアシェル化
偏析

単元素金属ナノ粒子は誰でも作れる

Nanoparticle Common Sense
液相ナノ粒子合成の常識・問題点

合金化

還元

in Solution Process

融点以上の高温加熱が必要
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Solution of Fabrication Problem
金属ナノ粒子の問題点の解決法

従来ナノ材料プロセス
金属ナノ粒子

金属ナノワイヤーの場合

毒性原料
（硝酸塩）

収率が低い
洗浄

廃棄物処理

NOx発生 コスト高 コスト高

問題が山積

ハンドリング
コスト高 誰にでも合成ができる（知的財産的観点・プロセス的観点）

毒性のない原料 収率が高いプロセス 不要
低コスト 低コスト 低コスト

新しい概念のプロセス（知的財産的）

コピーし放題

まねできない
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低公害原料

（Low Emission原料）
一般的な化合物（安価）
一般的に毒性が少ない
酸・アルカリ以外には溶けない
金属元素と酸素のみで構成
（有害アニオン・廃棄物レス）

as Nano-metal particles source（A）金属酸化物

セラミックス粉末

（B）固液系合成

固液系においては、溶解度が低いため
原料表面で反応律速

高濃度酸化物→低濃度金属イオン→金属ナノ粒子

このような反応が遂次的に発生するため
見かけ的には溶解度に依存しない

通常液相系においては、原料濃度が反応律速
低濃度金属イオン→金属ナノ粒子

高濃度金属イオン→金属マイクロ粒子

New Concepts of Metal Source and Proceesing
新しい金属源と合成法概念
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（C）超音波 と マイクロ波の利用（反応エネルギー）
 共に化学反応を加速化

 反応温度の低温化・短時間化

 誰にでも使える安価な汎用エネルギー（超音波洗浄機・電子レンジ）

超音波

マイクロ波

金属酸化物

固液系反応場

as Nano-metal particles source
Metal Oxide

Alcohol、Water

Ultrasonic
Microwave

as solvent

as reaction energy

Solid-liquid system
+

+

反応律速

反応加速

非毒性、無廃棄物

高濃度

物理的効果

自己加熱

低温
短時間
合成

安全

Concepts of Solid-liquid Reaction
固液合成法概念

低コスト
大量合成
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Agナノ粒子
Ptナノ粒子
Pdナノ粒子
Cuナノ粒子
Niナノ粒子
Crナノ粒子
Gaナノ粒子
FGM型有機/金属ナノコンポジット
Agナノワイヤー グラフェン
LTO/Cナノコンポジット
Ga2O3ナノ粒子
卑金属合金ナノ粒子（NanoSolder）

Ag/CNT
Ag/Cu
Auナノ粒子
AuAg合金

Ag/セラミックス
Pt/セラミックス
Pd/セラミックス
Ag三角プレート …

固液系原料における超音波・マイクロ波合成ナノ粒子関連材料

原料系の選択によりカウンターアニオンの除去が不要 洗浄・廃棄物処理・被毒レス

低温 高濃度(1mol/L以上) 高分散 低分散剤 安価 安全 …

ナノ 担時 複合化 合金化 形態制御 …

Application of Nanomaterial
固液系におけるナノ材料応用 in Solid-liquid Process
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 Ptナノ粒子
 残留カウンターアニオン（毒物・残留）、分散剤、有機溶媒

 Ptナノ粒子粒子担持ナノコンポジット
 残留カウンターアニオン（毒物・残留）、高温処理、NOx

 Agナノワイヤー透明導電膜
 残留カウンターアニオン（毒物・残留）、分散剤、低濃度合成、プロセス

 酸化物系セラミックス-カーボン複合体
 高温合成、不十分な界面形成

 ナノソルダー（はんだナノ粒子）
 合成が困難

 酸化ガリウムナノ粒子の室温合成
 高温合成、残留カウンターアニオン（毒物・残留）

 ナノシート
 複雑な剥離方法

Solution and Problems
金属ナノ材料の問題と解決 in Metal Nano Materials
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(H13-15)NEDOフェローシップ事業
(H17-19)NEDO産業技術研究事業

(H27-29)NEDOエネ環プログラム

(H27-28)科研挑戦的萌芽

簡便な概念・プロセスでこれらの問題を解決する特許技術



保護分散剤使用
（ナノ粒子合成に必須）

保護分散剤

白金原料（毒性）

原料由来
毒性廃棄物

白金
ナノ粒子

白金
ナノ粒子

原料由来
毒性廃棄物

洗浄処理

保護分散剤

原料由来
毒性廃棄物

廃棄物処理

過剰保護分散剤

白金
ナノ粒子

機能阻害

毒物・廃棄物発生

Clean Nanoparticle

Dirty fabrication

Dirty Nanoparticle

Clean fabrication

Washing (+Cost)

Clean Nanoparticle ?

Simple fabrication
Cheap fabrication

Waste Treatment (+Cost)

Sustainable Pt NP Fabrication
白金ナノ粒子の水溶媒・分散剤フリー・洗浄レス・短時間サステナブル合成
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 Ptナノ粒子
 残留カウンターアニオン（毒物・残留）、分散剤、有機溶媒

 Ptナノ粒子粒子担持ナノコンポジット
 残留カウンターアニオン（毒物・残留）、高温処理、NOx



分散化固液系

試料

周波数：43.3 kHz 出力：200 W 時間：1 h

超音波照射

PtO2

固液系

H2O

周波数：2.45 GHz 出力：約500 W 時間：溶媒沸騰まで

マイクロ波照射

C2H5OH

溶媒： H2OとC2H5OH ( xEtOH = 0 , 0.01 , 0.05 , 0.1 , 0.25 , 1.0)

0.15g Pt02・500ml溶媒/1Lビーカー

Sustainable Pt NP Fabrication
白金ナノ粒子の水溶媒・分散剤フリー・洗浄レス・短時間サステナブル合成

16
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x-=1.0
二次粒子径：46nm
乾燥凝集

乾燥時に引火
保護剤で覆われていない
高活性Ptナノ粒子表面と
高濃度EtOH

３ヶ月以上分散

x-=0.5
二次粒子径：20nm

TEM観察からは
乾燥凝集
している可能性が高い

１年以上分散

いずれのサンプルも
一次粒子径は2-3nm

分散剤レスで

Sustainable Pt NP Fabrication
白金ナノ粒子の水溶媒・分散剤フリー・洗浄レス・短時間サステナブル合成
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Pt

C2H5OHH2O

H2O

溶液中 乾燥

Pt

CH3CHO + 5/2O2
→2CO2 + 2H2O

溶液から
取り出した直後

Pt
H2O

O2

O2

Self-purification

・Cu系では酢酸が分散・粒径制御に効果を確認
・白金系では他の化学的手法でアセトアルデヒド・酢酸を添加しても分散しない

(白金ナノ粒子表面には親水性の官能基は付きにくい)
・この手法特有のプロセスに起因（酸化白金原料・固系系）
・長期分散する事実
・高活性

・水溶媒のPtナノ粒子分散液
・保護剤を使用していないPtナノ粒子分散液は市販されていない

PtO2

H2O

C2H5OH

溶液中から乾燥における状態

？
CH3CＯOＨ + 3/2O2

→2CO2 + 2H2O

Sustainable Pt NP Fabrication
白金ナノ粒子の水溶媒・分散剤フリー・洗浄レス・短時間サステナブル合成
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【水系】白金ナノ分散液
Water-based Platinum Nano Dispersion

超音波・マイクロ波を

用いて合成したPtナノ粒子
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応用化学専攻  滝澤研究室
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球状C

球状C

1.原料粉末へのマイクロ波の効果

マイクロ波吸収により発熱
マイクロ波吸収による
熱分解還元&発熱

PtO2

Pt

2.付着

微粒子のメルトによる付着

付着状態

Pt微粒子とCarbonの発熱による付着

超音波の場合よりも付着状態強

微粒子の表面効果(融点降下)
Pt(バルク) m.p. 1769 ℃
Pt(微粒子) m.p. 数百℃

Au(バルク) m.p. 1064 ℃
Au(微粒子) m.p. 327℃

Carbon/Pt Nanocomposite particle
カーボン/Ptナノコンポジット粒子の簡単な合成法
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超音波-マイクロ波を併用したプロセスで合成したPt/C触媒のTEM像

TEM結果

長時間の照射
⇒Ptの担持可能

1 µm 20 nm

超音波(1 h)-マイクロ波(4 min)

1 µm 40 nm

Spherical
Carbon Pt

Spherical
Carbon

Spherical
Carbon

Spherical
Carbon

超音波(12 h)

Pt

〈超音波のみ〉

反応時間 ： 短時間

〈超音波-マイクロ波〉

超音波で合成したPt/C触媒のTEM像

付着状態 ： 均一・微細

Carbon/Pt Nanocomposite particle

簡便に金属ナノ粒子を
強固に担持

Ｐｔ以外も担持可能



♦銀ナノワイヤーとは

○アスペクト比が大きく、短軸径がナノサイズ
○ナノサイズであるために、可視光を透過
○金属ワイヤーの中で最も高い導電率を発揮
○しなやかで、曲げ耐性が良好

透明導電材料に適した特性

保護剤：ナノワイヤー表面を被覆し、接触抵抗が増加⇨膜の導電性低下
高性能な膜作製の為には保護剤の除去が必須（洗浄プロセスの必要性）
作製されるワイヤーは硬くワイヤー間の接点形成に加圧・加熱処理が必須

◆銀ナノワイヤーの合成法（Polyol法）

Ag+

Ag+
Ag+

Ag nuclei

還元

PVP(保護剤)の存在下でAg+を還元
保護剤はAgの特定の面を修飾→形態制御

異方成長

Ag nanowire

基板上に銀ナノワイヤーを分散し作製

銀ナノワイヤー透明導電膜

導電性

透過性

保護剤 保護剤

Ag+

Ag+

Ag+Ag+

ナノ粒子合成の技術をベースとした煩雑なプロセス
（低収率、高コスト、高環境負荷）

Ag Nanowire TCF Fabrication
有機前駆体ペイント還元法による銀ナノワイヤー透明導電膜合成
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従来の(単結晶)銀ナノワイヤー透明導電膜作製法

銀ナノワイヤーの

合成

保護剤の
除去（洗浄）

基板上へ

塗布

加圧・

アニーリング

・洗浄廃液
・洗浄コスト

・加圧、基板へ密着
・ワイヤー間接続の形成
・ワイヤー長軸由来の
バルキーな性質

有機前駆体ペイント還元法

前駆体の合成
基板上へ
ペイント

還元・成膜

・精密な原料組成の調整
・高温、長時間反応 煩雑・高コストプ

ロセス

プロセスの削減、簡便化を期待

成膜・基板の実装に
煩雑なプロセスが必須

Ag Nanowire TCF Fabrication
有機前駆体ペイント還元法による銀ナノワイヤー透明導電膜合成
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 Agナノワイヤー透明導電膜
 残留カウンターアニオン（毒物・残留）、分散剤、低濃度合成、プロセス



♦針状形態を持つカルボン酸銀の合成 ♦銀ナノワイヤーの合成・成膜

○自発的に針状となる
▷形態制御に保護剤不要

○前駆体の短軸径がワイヤーの短軸径を決定
▷短軸径の制御が必須（ナノサイズ化）

○前駆体の形態を保持しつつ、銀に還元
○基板上で還元、ワイヤーの合成
▷成膜と合成が同時に可能なプロセス

○還元時にワイヤー間接点が形成

還元・焼結

カルボン酸銀：容易に分
解し金属銀を生成

形態を保持した還元と
同時に接点が形成
実質アスペクト比・

導電性向上

カルボン酸銀
銀ナノワイヤー
ネットワーク

導電パスが形成
アスペクト比向上

針状有機銀前駆体をセルフテンプレートとした透明導電膜作製法を開発

Ag Nanowire TCF Fabrication
有機前駆体ペイント還元法による銀ナノワイヤー透明導電膜合成
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♦成膜（スプレー塗布）

基板 透明導電膜

♦ヒドラジン固気還元

カルボン酸銀
（針状前駆体）

成膜：スプレー時間を変化させることで、膜厚を調整

H2NNH2 + R-COOAg 
→ Ag + gas↑

還元：ヒドラジン固気還元法（50-120 °C, 60 sec保持）
（基板を50-120 °Cに保持し、60 secヒドラジン蒸気に曝露）

大気圧プラズマでも可能

ヒドラジン蒸気に曝露
固相ー気相反応

Ag Nanowire TCF Fabrication
有機前駆体ペイント還元法による銀ナノワイヤー透明導電膜合成
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超音波照射 )))
周波数：44.43 kHz 
出力：100 W
温度：40 °C

照射時間：0.25-18 h

○酸化銀 1.0 g ○エタノール 100 ml 
○酢酸(CH3COOH) 
○プロピオン酸(CH3CH2COOH)

酸化銀(Ag2O)
＋

カルボン酸
(R-COOH)

カルボン酸銀
(R-COOAg)

超音波照射

♦原料

超音波照射：固液系に特異な様々な効果
高い分散作用、反応促進作用

合成後の前駆体分散液をそのまま使用

Ag Nanowire TCF Fabrication
有機前駆体ペイント還元法による銀ナノワイヤー透明導電膜合成
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還元前

短軸径：120 nm
長軸径：1.71 µm
アスペクト比：16.03

500 nm

前駆体の針状を保った状態で
還元・焼結し接点を形成

わずか数十秒の還元

Ag Nanowire TCF Fabrication
有機前駆体ペイント還元法による銀ナノワイヤー透明導電膜合成
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前駆体を塗布・還元するだけで
簡便に透明導電膜を作製可能

還元反応は80℃という低温で進行
▷耐熱製の低い材料（ポリマー等）にも適用可能

1時間程度で原料合成から膜形成まで可能 低コスト化が可能

Ag Nanowire TCF Fabrication
有機前駆体ペイント還元法による銀ナノワイヤー透明導電膜合成
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スプレーコート法 ➡ 簡便・凹凸面へ塗布可能(高ハンドリング性)
本手法の展望：複雑な形状への成膜

Ag Nanowire TCF Fabrication
有機前駆体ペイント還元法による銀ナノワイヤー透明導電膜合成
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従来装置されていたハイエンド製品への応用だけでなく、
安価であるため、安価な家電や玩具へも応用が可能



従来手法

外部加熱による
高温長時間合成で
LTO粒子が
成長・粗大化

LTO合成後、導電助剤の
カーボンと物理的に混合

＋

カーボンのマイクロ波吸収により
内部から加熱され、短時間でLTOが合成

カーボンのピンニング効果と
短時間合成によりLTOが微細化

高温のカーボンとLTOナノ粒子が
物理的に結合（強固）

1.LTO粒子のナノ粒子化による
表面積増大

2.カーボン粒子とLTOナノ粒子間の
接触面積大

3.カーボン粒子とLTOナノ粒子間の
接合界面形成による安定化

本開発手法

粒子径大
表面積小
接触界面小

電気炉加熱で3時間

マイクロ波加熱でわずか20分で合成
リチウムイオン電池の高性能化と省エネ合成を両立

導電パス・材料の安定性の向上→充放電性能の向上

導電パス

導電パス

マイクロ波

LTO
(Li4Ti5O12 )

カーボン

 酸化物系セラミックス-カーボン複合体
 高温合成、不十分な界面形成

Metal Oxide NP / Carbon High-throughput     
Fabrication酸化物ナノ粒子-カーボン複合体の高効率合成

電極、触媒用途

Li4Ti5O12 (LTO)
・ リチウムイオン電池負極材料

30



実験手順

2.45 GHz
マルチモード型マイクロ波照射装置

○昇温速度 250 °C/min
○保持条件 800 °C, 1 ~ 20 min

※窒素ガスを流しながら加熱

所定量の出発物質を水に加え
24 h 液相ボールミル混合

凍結乾燥（原料）

マイクロ波加熱
（250 °C/min）

出発物質 LiOH・H2O，TiO2 (P25, 粒子径21 nm)
→ Li : Ti = 4.3 : 5（モル比）

カーボンブラック (Ketjen Black)
→ LTO : C = 8 : 1（質量比）

雰囲気炉加熱
（10 °C/min）

Metal Oxide NP / Carbon High-throughput     
Fabrication酸化物ナノ粒子-カーボン複合体の高効率合成

廃棄物がでない固液相合成
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32

マイクロ波加熱試料において粒成長抑制

マイクロ波加熱 雰囲気炉加熱

Metal Oxide NP / Carbon High-throughput     
Fabrication酸化物ナノ粒子-カーボン複合体の高効率合成
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C

LTO

マイクロ波のカーボン局所加熱により、LTOとCに結合界面を形成

Metal Oxide NP / Carbon High-throughput     
Fabrication酸化物ナノ粒子-カーボン複合体の高効率合成
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Metal Oxide NP / Carbon High-throughput     
Fabrication酸化物ナノ粒子-カーボン複合体の高効率合成

LTOの粒成長が抑制 → 充放電時のリチウムイオン拡散距離が減少

高いCレートにおいても、容量損失を抑制

マイクロ波加熱試料：より大きな充放電容量

充放電容量測定（1 C） Cレート特性評価

微細な酸化物ナノ粒子とカーボンとの強固な界面形成によって実現



Nanosolder Technology
実装用ナノソルダー（卑金属合金粒子）の合成と応用

金属ナノ粒子 低融点化により低温実装が可能
現状、酸化しにくい金･銀のみ 高価

はんだ合金がナノ粒子化できれば、低価格化が可能
世界が変わるゲームチェンジング技術

化学合成では合金化不可能、酸化の問題

世界に先駆けて
問題解決

大量合成
150g/day(大学)

融点以下の
実装実現

H27-29 NEDO エネルギー ・環境新技術先導プログラム

35

室温から焼結開始
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超音波照射によるはんだ微粒子合成

エタノール

超音波

はんだ粒子（SnBi）

はんだ粒子をエタノール中で
超音波照射するのみ
簡便な合成方法

制御パラメーター
・超音波周波数
・超音波出力
・溶媒組成
・溶媒量
・溶媒温度
・原料（はんだ）/溶媒比 等

超音波によりキャビテーション
（気泡）が発生

キャビテーションの効果・作用
・高温高圧
・衝撃波（局所爆発）
・急速昇温・急冷
・ラジカルの発生
・ランダムに発生
・パルス的に発生
・無数に発生

洗浄・腐食・物質移動促進効果 等

超音波照射により
1次粒子径2nm程の
はんだナノ粒子
の合成が可能

・超音波キャビテーションによって合成
（ホットスポット・衝撃波・ジェット流）

・溶媒中で合成するため酸化しない
・廃棄物が発生しない
・安全に安価に製造可能（室温合成）

Nanosolder Technology
実装用ナノソルダー（卑金属合金粒子）の合成と応用



金属ガリウム

低温(29.8 °C)で融解する液体金属

超音波

液体
ガリウム

ガリウムナノ粒子生成2)

物理効果
(物体の破砕)

ガリウムは体温で融解

化学効果
(ラジカル発生)

反応性が高く酸化しやすい状態

低温でも
酸化ガリウム

ナノ粒子生成の
可能性

超音波

酸化剤

Ceramics Nanoparticle Fabrication
酸化ガリウムナノ粒子の低温合成
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 従来の酸化ガリウムナノ粒子合成
 高温合成、残留カウンターアニオン（毒物・残留）



Ceramics Nanoparticle Fabrication
酸化ガリウムナノ粒子の低温合成

Ga2O3の合成 一般的には800℃以上必要
金属ガリウムの酸化反応 Ga +1.5O2 → Ga2O3 + ΔG

ΔG ＞0 は 約1250℃

金属ガリウム 約30℃で液化 → 溶媒中で超音波を照射すれば、ガリウムナノ粒子が生成
金属ナノ粒子は高活性、酸化しやすい
ガリウムナノ粒子も低温で酸化するのでは？

平均粒径 208nm
標準偏差 133nm

500 nm500 nm

Gaナノ粒子
室温でGa2O3ナノ粒子の合成が可能

38

合成条件制御により



材料プロセッシングからの問題解決

従来手法からの脱却（既成概念の破壊）

原料選択制・組み合わせの拡大（新しい特徴）

固相・気相・液相の相界面を積極的に利用

未踏の複雑系領域

新現象・新プロセス・新規物質・新規ナノ材料の創出

超音波による実用ナノ材料合成によって
SDGsへの貢献・産学連携の推進

Summary
まとめ
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想定される用途

• 本技術の特徴を生かすためには、高性能デ
バイスや高性能触媒用途への利用やそのた
めの安価な製造が有効

• 誰にでも簡単に合成が可能であり、異業種や
新規の参入でも十分に製造が可能

• 企業のSDGsへの取り組みへのスタンスが明
確になる

• 低コストにより、従来では想定されていない低
価格製品への応用が期待できる
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実用化に向けた課題

• 誰にでも合成可能な概念のプロセスであり、
生産プロセスとその条件の最適化により、実
用化はすぐにでも可能。

• ナノ材料が参入する分野の市場規模における
生産規模のための製造設備におけるイニシャ
ルコストとランニングコストの計算
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企業への期待

• ナノ材料は、性能から実用化が期待されてきたが、
この20年で実用化の凍結、撤退した企業も多い

• 本技術は、誰にでも合成することができる低コスト
と高環境性が両立する簡便なナノ材料合成技術

• ナノ材料を製造する企業だけではなく、これまでナ
ノ材料を購入してデバイス等へ利用を考えていた
企業も製造を踏まえた利用へ

• 従来のナノ材料合成プロセスとは異なるため、こ
れまで想定されたなかった用途への応用
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本技術に関する知的財産権

• 発明の名称 ：金属ナノ材料の製造方法
特許番号 ：特許4872083

• 出願人 ：東北大学

• 発明者 ：林大和、石川大、滝澤博胤
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本技術に関する知的財産権

• 発明の名称 ：酸化物系セラミックス-カー

ボン複合体の製造方法および酸化物系
セラミックス-カーボン複合体

• 特許番号 ：特許6598206
• 出願人 ：東北大学

• 発明者 ：林 大和、滝澤博胤、

鈴木 広海、キム ドヒョン
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本技術に関する知的財産権

• 発明の名称 ：酸化ガリウムの製造方法
公開番号 ：特開2021-66636

• 出願人 ：東北大学

• 発明者 ：林 大和、高野裕希、

滝澤博胤
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本技術に関する知的財産権

• 発明の名称 ：アモルファスナノ粒子の製

造方法、アモルファス粒子及びアモルファ
スナノ粒子分散液

• 公開番号 ：特開2018-59199
• 出願人 ：東北大学

• 発明者 ：林 大和、成田一人
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本技術に関する知的財産権

• 発明の名称 ：多孔質金属ワイヤー、それ
を含有する膜、及びそれらの製造方法

• 特許番号 ：特許6730700
• 出願人 ：東北大学

• 発明者 ：林 大和、菅原 賢太、

滝澤 博胤
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産学連携の経歴

• 2005年-2008年 ＮＥＤＯ若手グラント事業に採択

• 2012年-2013年 JST A-STEP事業に採択

• 2013年-2015年 JST A-STEPﾊｲﾘｽｸ事業に採択

• 2016年-2017年 ＮＥＤＯエネ環事業に採択

• 2018年-2021年 ＮＥＤＯ戦略的省エネ技術革新事
業に参画

共同研究実績（2018年度以降、ＭＴＡも含む）

• 2018年度 ９社

• 2019年度 １０社

• 2020年度 ９社

• 2021年度 １０社（2021.5.28現在）
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問い合わせ先

東北大学

産学連携機構 総合連携推進部

Website https://www.rpip.tohoku.ac.jp/jp/

ＴＥＬ ０２２－７９５ － ５２７４

ＦＡＸ ０２２－７９５ － ５２８６

E-mail souren@grp.tohoku.ac.jp
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