
３）ナノテクノロジー・材料・製造分野製
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ダイヤモンド大型結晶開発 ダイヤモンド研究センター

第２期中期目標期間の主な研究成果

【研究成果の概要】

単結晶ダイヤモンドの高速気相合成技術を基本とし、主とし

て、①側面成長を繰り返す大型化技術、②イオン注入リフトオて、①側面成長を繰り返す大型化技術、②イオン注入リフトオ

フ利用によるウェハ製造技術、③同じ種結晶から作製した複数

の単結晶を結合して大型モザイクウェハとする技術を開発した。

容易にダイヤモンドウェハを製造することが可能となり、１イン

チ-モザイク・ウェハを試作した。

また、開発技術を利用してダイヤモンド製造を行う産総研ベン

チャーを設立し、製品を販売するに至った。

【第２期中期計画の内容】

小項目：Ⅲ-2-(3)-② 新機能ダイヤモンドデバイスの開発

・ダイヤモンドのデバイス化に不可欠な大型基板作製のため

図１．大型種結晶(左)と作製したウェハ(右4枚)

ダイヤモンドのデ イス化に不可欠な大型基板作製のため

の基盤技術を開発し、1インチ以上の種結晶を合成する。

【開発技術の用途】

・ダイヤモンド半導体デバイス用ウェハ

・熱管理（ヒートシンクなど）

・光学素子（放射光設備向けおよび赤外線用）

大型単結晶ダイヤモンド工具
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図２．１インチサイズ・モザイクウェハ

・大型単結晶ダイヤモンド工具



ダイヤモンドデバイス開発 ダイヤモンド研究センター

第２期中期目標期間の主な研究成果

【研究成果の概要】
物質中 高であるダイヤモンドの絶縁破壊電圧、熱伝導率、

電気化学電位窓等を利用したデバイスが各種期待されており、
そのアドバンテージを示す研究を実施した。
・超耐熱性を持つRu／ダイヤモンドの組み合わせを見出し、
400℃1500時間高温保存試験でも特性の変動がない、超耐熱
ショットキーダイオードを開発し、将来の低損失・冷却フリーパ
ワーデバイスとしてのアドバンテージを有することを示した。ま
た10kV耐圧も実証した。
・ダイヤモンド表面に１０ｎｍの剣山状構造の作製技術を開発
し、その先端にリンカー分子を固定することで周期的なＤＮＡの
配列が実現できた。この構造は電気化学的センサーとして高
感度を実現でき、２ｐMの検出を確認した。

【第２期中期計画の内容】

図１ Ru／ダイヤモンド超耐熱ダイオード
（400℃高温保存試験）【第２期中期計画の内容】

小項目：Ⅲ-2-(3)-② 新機能ダイヤモンドデバイスの開発
・ダイヤモンドの持つ優位性を生かした10kV耐圧デバイス、ナ
ノモルレベルの感度を持ち100回繰り返し検知可能なバイオセ
ンサ及び紫外線発光デバイス等のダイヤモンドデバイスを開ンサ及び紫外線発光デバイス等のダイヤモンドデバイスを開
発する。

【開発技術の用途】

・パワー半導体デバイス 量子機能デバイス
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図２ ＤＮＡの配列電気化学高感度センサ

・パワ 半導体デバイス、量子機能デバイス
・電気化学センサー、電気化学電極



先端微細加工技術の設備整備と人材育成 先進製造プロセス研究部門

第２期中期目標期間の主な研究成果

【研究成果の概要】
・試作プロセスライン整備・拡充（大面積・集積化・デスクトップ）
・イノベーション人材育成（エネルギ 高齢化 安全安心等の社・イノベーション人材育成（エネルギ、高齢化、安全安心等の社
会ニーズ対応）
・時代を先取りした運用設備（施設内の安全グリーン化）

【第２期中期計画の内容】【第２期中期計画の内容】

小項目：Ⅲ-4-(2)-② MEMSファウンドリ・サービスの実施

・共用MEMSプロセッシング施設をさらに拡充・整備し、産総研

内外に公開することで プロトタイピングを迅速に行うなどによ内外に公開することで、プロトタイピングを迅速に行うなどによ

り、研究者・技術者への研究開発支援を行う。

【開発技術の用途】

図１ MEMS技術の普及活動（施設整備と人材育成）

【開発技術の用途】
・高度情報化社会の技術基盤となる高機能MEMS製品の開発
促進を目指し、MEMSやナノインプリント技術（低コスト微細製
造技術）を異分野産業に提供し、各種アイデア（デバイス）の迅
速な実証によるビジネス化の促進を図る。

1円玉サイズのセンサー

速な実証による ジネ 化の促進を図る。
・MEMS技術に参入を考えている企業技術者等を対象に、
MEMSの基礎知識、設計手法（設計シミュレーション）、プロセ
ス実習、講習（マスク作成からエッチング技術、計測、評価技
術の体得）を通して、MEMS技術を学んでいただき、MEMS技術
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図２ 養鶏場モニタリングシステムの開発

術 体得）を通 、 技術を学 き、 技術
の普及に努める。



中小製造業のＩＴ化を支援する「MZプラットフォーム」の開発と普及
デジタルものづくり研究センタ

第２期中期目標期間の主な研究成果

デジタルものづくり研究センター

【研究成果の概要】
・高度なIT知識を持たなくても、コンポーネントと呼ばれるソフ
トウ 部品を組み合わせる と シ ムを容易に構トウェアの部品を組み合わせることでITシステムを容易に構
築・運用することのできるツール「MZプラットフォーム」を開発
し、1034社へ導入した。
・製造業におけるITシステム開発で必要となるネットワークシ

テム構築機能の開発や各種複合 ジ の整備を行い 標準 ンポ ネント システム

新規開発コンポーネント

プログラムを書
かず、コンポー
ネントを組み合
わせるだけの

日程・進捗管理

受注・工程・品質管理

ステム構築機能の開発や各種複合モジュールの整備を行い、
16社での実務運用によりIT化推進への効果を確認した。

【第２期中期計画の内容】

コンポーネントの組み合わせによるシステム開発

標準コンポーネント システム

MZ Platform

わせるだけの
システム開発

<MZPF開発・検証・改良>
デジタルものづくり研究センター【第 期中期計画の内容】

小項目：Ⅲ-4-(1)-③ 加工技能の技術化と情報化支援技術
の開発
・製造業が設計・製造ソフトウェアを容易に作成することを可
能とするプラットフォームを開発して 1000社以上へ導入する

<全体コーディネート>
産総研地域センター

<システム構築・運用検証>
中小製造業

<システム構築・運用／助言>
公設研

<システム開発／サポート>
ソフトウェアベンダー

各種セミナー等で
の事例紹介

（次への展開）

技術研修・指導 技術研修
指導

助言

助言技術サポート
モジュール提供 技術移転（ビジネス展開）能とするプラットフォ ムを開発して、1000社以上へ導入する

。設計・製造プロセスをシステム化・デジタル化する技術を開
発して公開し、現場での運用により効果を確認する。設計・製
造プロセスにおける性能・品質の多面的評価等を行う技術を
開発する。

MZプラットフォーム普及体制

ソフトウ ア ンダモジ ル提供 技術移転（ビジネス展開）

（ケーススタディによる技術習得と事業性検証）

システム構成要素

開発体制
第１ステージ: 地元ソフトベンダーとの共同作業
第２ステージ: 自社開発

DB

開発する。

【開発技術の用途】

・業務改善のアイデアを容易にITシステムとして実現すること
による 業務改善の推進と競争力の強化

受注票
出荷票

手作業による書き写しから
電子データによる一元管理へ

システム構成要素
• MZプラットフォーム（システム開発ツール）
• Microsoft エクセル
• Microsoft SQL Server
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による、業務改善の推進と競争力の強化。
・企業におけるIT人材の育成。 計画表

製品・部品台帳
生産性の正確な把握と分析！

平成2１年度九州経済産業局IT経営力大賞特別賞受賞

システム開発事例



セラミックス膜の常温形成技術（エアロゾルデポジション（AD）法）の実用化研究
先進製造プロセス研究部門

第２期中期目標期間の主な研究成果

先進製造プロセス研究部門

【研究成果の概要】
・噴射コーティング法としてエアロゾルデポジション法によ噴射 ティング法として ア ゾルデポジション法によ
る低温で高性能セラミックス材料等を積層する省エネル
ギー薄膜製造プロセスを開発し、面積20cm×20cmのア
ルミナ積層膜成膜において成膜速度5mm3/minを実現し、
第1期で達成した成膜速度0.5mm3/minの5倍以上の高速第 期 達成した成膜速度 倍以 高速
化を達成した。

【第２期中期計画の内容】

① 省 ギ 高効率製造技術

図１：光スキャナー超省エネレーザーTVや超高速
光変調器の開発小項目：Ⅲ-1-(2)-① 省エネルギー・高効率製造技術の

開発

・微粒子の基板表面での衝突による非熱平衡過程に基づ

いた噴射 テ ング法を用いて 低温で高性能セラミ

光変調器の開発

いた噴射コーティング法を用いて、低温で高性能セラミッ

クス材料等を積層する省エネルギー薄膜製造プロセスを

開発し、単位時間当たりの成膜速度を第1期で達成した性

能の5倍以上に高速化する能の5倍以上に高速化する。

【開発技術の用途】

・全固体Li電池
共同研究先での本格事業化が開始共同研究先での本格事業化が開始

AD放熱基板実用化（第２弾）
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・光スキャナーによる超省エネレーザーTVの開発
・超高速光変調器の開発

図２：大面積成膜の技術移転・製品化

21世紀発明賞、第5回産学官連携功労者表彰・科学政策担当大臣賞等を受賞



第２期中期目標期間の主な研究成果

セラミック電気化学リアクターのマイクロ集積製造技術を開発 先進製造プロセス研究部門

【研究成果の概要】
革新的なセラミック燃料電池（SOFC）を実現するために、従

来に無い、ミリメートル以下のセル構造を３次元規則配列で

セル構造制御技術

1kW/L級(1W/cm3以上)の高集積化を可能とする製造プロセ
ス技術開発に成功。角砂糖サイズで世界 高の発電出力密
度の実現、実用材料での画期的な低温作動化（SCIENCE誌
掲載）及び、連続製造プロセスで作製したミクロハニカム 600℃以下での

数100Ｗ級
プロトタイプ

（250セル/cm2以上）で世界初の発電実証。数100Ｗ出力の
プロトタイプモジュール創製や、従来は不可能だった急速起
動性の実現により、小型高効率で可搬のクリーン電源等とし
て、新規ニーズでの実用化展開が想定される。

SOFC低温作動化実現

角砂糖サイズで
世界 高レベルの

プロトタイプ
モジュール

発電効率
40 ％以上

【第２期中期計画の内容】

小項目：Ⅲ-1-(1)-③ 製品の高付加価値化を実現するフレ
キシブル製造技術の開発

図１：ミクロチューブSOFCの低温高性能電極-セ
ル構造、発電特性及び開発した集積モジュール

世界 高レベルの
発電密度達成
( 3W/cm3 @550℃）

40 ％以上
で2 kW/L級
発電達成

キシブル製造技術の開発

・表面積の飛躍的増大等の高機能化を目指し、新セラミック

ス材料を3次元的に集積することにより、1kW/L級の高出力

セラミックスリアクタ等の開発を行う。

ル構造、発電特性及び開発した集積モジュ ル

250セル/cm2以上

数分での起動停止が可能

【開発技術の用途】

・家庭用分散電源
搬型ク 電源

250セル/cm2以上
の高集積化技術

30W級モジュール
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図２：数分での起動が可能なセル3次元配列ミクロハ
ニカム型SOFCの直列スタック～モジュール技術

・可搬型クリーン電源
・自動車用補助電源等の発電用コアモジュール

30W級モジュ ル



難燃性マグネシウム合金の高速鉄道部材への実用化 サステナブルマテリアル研究部門

第２期中期目標期間の主な研究成果

【研究成果の概要】

軽量の基幹材料であるマグネシウム合金の難燃化とその軽量の基幹材料であるマグネシウム合金の難燃化とその

技術移転による量産化を進め、 新鋭高速車両部材（荷棚

受け）がマグネシウム合金としては国内初の実用化に成功

した。

通常のＭｇ合金通常のＭｇ合金
（（AZ91AZ91））

難燃性Ｍｇ合金難燃性Ｍｇ合金
（（AZ91+2CaAZ91+2Ca））

図１ 通常のMg合金と難燃性Mg合金の大気中

【第２期中期計画の内容】

小項目：Ⅲ-3-(1)-① 耐熱性軽量合金の開発

軽量金属材料の ジ 部品を実現するため 鋳鍛造部
図１ 通常のMg合金と難燃性Mg合金の大気中

での溶解状況
・軽量金属材料のエンジン部品を実現するため、鋳鍛造部

材の製造技術に必要な耐熱合金設計、連続鋳造技術、セミ

ソリッドプロセスによる高品質部材化技術、接合技術及び耐

食性向上のためのコーティング技術を開発する食性向上のためのコ ティング技術を開発する。

【開発技術の用途】

・様々な輸送機器の軽量化構造を実現し、省エネルギーに

壁
新鋭高速車輌

（JR東海・JR西日本）

貢献する。

・製造プロセスコスト及びリサイクル性において格段に優れ

たマグネシウム合金として、基幹材料化に貢献。
荷棚受け部材
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図２ 新鋭高速車輌荷棚受け部材の実用化



鏡と透明な状態が電気的にスイッチングできる調光ミラーフィルムを開発

ブ

第２期中期目標期間の主な研究成果

サステナブルマテリアル研究部門

【研究成果の概要】
「調光ミラー」は鏡状態と透明状態がスイッチングできる新しい調

光材料で省エネルギ 窓ガラス等への応用が期待されている 今 可逆的
Mg-Ni合金 Mg-Ni合金水素化物

鏡 透明-+

可逆的
Mg-Ni合金 Mg-Ni合金水素化物

鏡 透明--++

光材料で省エネルギー窓ガラス等への応用が期待されている。今
期は、図１に示したような多層薄膜構造を透明フィルム基板上に作
り込むことに成功し、世界で始めて、透明な状態と鏡の状態を電気
的にスイッチングすることのできる調光ミラーフィルムを開発した。
この調光ミラ フィルムでは ５Ｖの電圧を印加することで 約２０

Ta2O5
WO3

フィルム

ITO

Ta2O5

HXWO3

V

可逆的Pd
Al Al

Pd

フィルム

ITO

V

+-

Ta2O5
WO3

フィルム

ITO

Ta2O5

HXWO3

V

可逆的Pd
Al Al

Pd

フィルム

ITO

V

++--この調光ミラーフィルムでは、-５Ｖの電圧を印加することで、約２０
秒で鏡の状態から透明な状態に変化し、+５Ｖの電圧を印加するこ
とで、約１５秒で鏡の状態に戻すことができる。鏡状態では１%程度
の可視光透過率であるのに対して、透明状態では透過率を４０％
程度にすることができた

フィルム フィルム+フィルム フィルム++

程度にすることができた。

【第２期中期計画の内容】
小項目：Ⅲ-3-(3)-① 省エネルギー型建築部材の開発
・建築物の空調エネルギーを１０％削減するための調光ガラス 木 図１ 調光ミラ フィルムの構造と開発したフィ・建築物の空調エネルギーを１０％削減するための調光ガラス、木
質サッシ、調湿壁、透明断熱材、セラミックス壁及び照明材料等の
各種部材の開発及び低コスト化を行う。また、熱収支シミュレー
ション等を駆使してその省エネルギー効果を検証する。

図１ 調光ミラーフィルムの構造と開発したフィ
ルム（左が鏡状態、右が透明状態）
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【開発技術の用途】
・調光ミラーフィルムを用いると、既存の窓ガラスに貼り付けるだけ
で、窓に調光ミラー機能を付与することが可能になる。これにより、
太陽光を効果的に遮蔽することで 建物における冷房負荷を大幅
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太陽光を効果的に遮蔽することで、建物における冷房負荷を大幅
に低減することができる。 図２ 調光ミラーフィルムのスイッチング特性

（透過率変化）と透過スペクトル

時間 (秒)



第２期中期目標期間の主な研究成果

大規模系のシミュレーションプログラムの開発と実証 計算科学研究部門

【研究成果の概要】
エネルギー分野、エレクトロニクス分野やバイオ分野などで重要な材料

の電子状態を知る為の高速化プログラム開発において、（１）ノンコリニア
磁性物質の取り扱いが可能になった （２）分子動力学法のアンサンブル磁性物質の取り扱いが可能になった、（２）分子動力学法のアンサンブル
法と粗視化法を高度化して、リポソームの形成過程等の問題に適用し、
その有用性を実証した、（３）燃料電池の電解質中のプロトン伝導機構を
実験に先駆けて解明しその有用性を実証した、（４）蛋白質の励起状態計
算方法を開発し実証研究に成功した などの多くの進展があった

ダイヤモンド/BN (110) 超格子 (QMAS)

算方法を開発し実証研究に成功した、などの多くの進展があった。
【第２期中期計画の内容】
小項目：Ⅲ-2-(4)-① ナノ物質の構造と機能に関する理論とシミュレー
ション技術の開発
・量子力学及び統計力学に基づくシミュレ ション技術を高機能化及び統・量子力学及び統計力学に基づくシミュレーション技術を高機能化及び統
合化して、ナノデバイス設計のための統合シミュレーションシステムを開
発する。
・単一分子を介した電子輸送や単一分子に起因する化学等の問題に適
用できる新しいシミュレ ション理論を構築する

リポソーム(DDSキャリア)間の相互作用／付着

用できる新しいシミュレーション理論を構築する。
小項目： Ⅲ-5-(1)-② 原子・分子レベルのバイオシミュレーション・モデリ
ング技術の開発
・これまで開発してきたフラグメント分子軌道法等のシミュレーション手法
を発展させ 2万個程度の原子からなるタンパク質のような巨大分子の電を発展させ、2万個程度の原子からなるタンパク質のような巨大分子の電
子状態計算を可能にする。さらに、他のシミュレーション手法と組み合わ
せて、タンパク質工学や創薬における分子設計への適用を実現する。
【開発技術の用途】
・ナノテク バイオニクス エレクトロニクスなどの材料開発 システム開発 ナフィオン
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紅色細菌の光合成反応中心複合体 (FMO)

・ナノテク、バイオニクス、エレクトロニクスなどの材料開発、システム開発
など広範囲な用途

ナフィオン
(FEMTECK)



ゲルを用いたカーボンナノチューブの分離技術 ナノテクノロジー研究部門

第２期中期目標期間の主な研究成果

0’00” 0’40” 2’40”1’20” 4’40” 8’00” 9’20”8’40”7’20” 10’40”

SWCNT
分散液

【研究成果の概要】
単層カーボンナノチューブ(SWCNT)は、合成時に巻き

方の違いで性質の異なる金属型と半導体型を区別して

半導体型

分散液

ゲルビーズ

方の違いで性質の異なる金属型と半導体型を区別して
作ることができず、両方が混ざっている。CNTを電子素子
に応用するには、用途に応じてこれらを分離する必要が
ある。ゲルを用いた新しい分離法を見出し、 従来分離技
術と同等の分離純度 （金属：９０％、半導体：９５％） を保

金属型

SWCNT

半導体型

SWCNT

術と同等の分離純度 （金属：９０％、半導体：９５％） を保
ち、分離コスト１／１０以下を実現した。

【第２期中期計画の内容】
小項目：Ⅲ-2-(2)-② ナノ現象を活用した革新的エレクト

図１.ゲルビーズを用いた連続分離
小項目：Ⅲ 2 (2) ② ナノ現象を活用した革新的 レクト
ロニクス技術の開発
・カーボンナノチューブの主要パラメータを厳密に制御す
るための精密合成技術をさらに発展させることにより、
カーボンナノチューブの真正物性を明らかにするとともに、

10-5

半導体（95%)CNT
全てOn/off>104

未分離CNTカ ボンナノチ ブの真正物性を明らかにするとともに、
種々の元素や化合物を内包したカーボンナノチューブの
持つ特異物性を見出して、分子デバイスを中心とした新
たな応用を展開する。

10-7

10-6

n 
電

流
 (

A
)

【開発技術の用途】
・半導体型CNT： 高性能薄膜型トランジスタ（金属型が
含まれるとスイッチの性能（On/off比）が低くなる）
・金属型CNT： ITO代替透明導電膜（半導体型が含まれ

10-8

10 7

101 102 103 104 105 106

O
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金属型 代替透明導電膜（半導体型が含まれ
ると導電性能が低くなる）

図２.半導体型SWCNT薄膜トランジスタ

On/off 比



ナノギャップスイッチ効果によるメモリー技術 ナノテクノロジー研究部門

第２期中期目標期間の主な研究成果

【研究成果の概要】
・分子エレクトロニクスの研究のために機能性分子を接続する
ナノギャップ電極を開発したところ ギャップ幅10 以下になるナノギャップ電極を開発したところ、ギャップ幅10nm以下になる
と分子がなくてもスイッチ動作をすることを見出した。
・単純な構造により 10万回以上の繰り返し耐性、 10nsec以下
のスイッチング速度、半年間のデータから概算した保持時間
100年以上 大O Off比 107 など電子素子として優れた特100年以上、 大On-Off比 107 など電子素子として優れた特
性を有することを確認し、動作原理の解明とともに、不揮発性
のメモリー素子として集積化等の実用化を目指した開発を行っ
た。

【第２期中期計画の内容】
小項目：Ⅲ-2-(2)-② ナノ現象を活用した革新的エレクトロニ
クス技術の開発
・単一分子デバイスや分子エレクトロニクスに応用するため

図１. ナノギャップ電極と繰り返し特性
・単一分子デバイスや分子エレクトロニクスに応用するため、
電子・スピン物性に優れた半導体や金属的物性を示す合成有
機分子等の新物質探索と物性解明及びナノ配線を実現するた
めの分子と電極との新たな結合手法の探索を行う。

SiO22nd Au

【開発技術の用途】
・単純な構造と特殊な材料を必要としないことから、低コスト・
高集積化可能なスイッチ素子や不揮発性メモリーとしての実用
化を目指し 産官学連携の開発を行っている

SiO2
200nm

1st Au ナノギャップ
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化を目指し、産官学連携の開発を行っている。

図２. 縦方向のナノギャップによる集積化



自由自在に設計したカーボンナノチューブ3 次元デバイスを実現 ナノチューブ応用研究センター

第２期中期目標期間の主な研究成果

【研究成果の概要】
高密度配向集合体である “カーボンナノチューブ・

ウエハー（CNT ウエハー）”の開発により、設計した
CNT デバイスを大量作製することに成功した。その
実例として、位置・形状を自由自在に制御し、複雑な3 
次元形状を有するCNT デバイス構造を基板上に
1000 個以上も集積した。本研究成果は、Nature 
Nanotechnology誌に掲載され、日経産業新聞 2008
年度 技術トレンド調査「新規性＋話題性」部門 第２
位に選定された。

【第２期中期計画の内容】
小項目：Ⅲ-2-(2)-① ナノカーボン構造体の構造制
御技術と機能制御技術の開発

ボ ブ 途・カーボンナノチューブの実用を目指して、用途に応じ
て直径、長さ及び成長面積等の制御が可能な単層ナ
ノチューブ合成技術を確立し、それを用いたナノ
チューブデバイスの基礎技術を開発する。

集積化された3 次元カーボンナノチューブ・デバイス構造の

【開発技術の用途】
・メカトロニクス
・電子デバイス

集積化された3 次元カーボンナノチューブ・デバイス構造の
レーザー顕微鏡画像及び電子顕微鏡画像（挿入図）
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触媒反応の可視化 ナノチューブ応用研究センター

第２期中期目標期間の主な研究成果

【研究成果の概要】
高感度高分解能電子顕微鏡を用いて、フラーレ

ン分子をカーボンナノチューブ内に固定し、タング
ステン触媒微粒子をその場で導入することにより、
フラーレン分子が持続的に成長していく様子を初
めて捉えた。

【第２期中期計画の内容】
小項目：Ⅲ-2-(2)-① ナノカーボン構造体の構造
制御技術と機能制御技術の開発

カ ボ 構造体及びそれ 含有される金属 図１ ナノチ ブ内のフラ レン分子にタングステン微粒子・ナノカーボン構造体及びそれに含有される金属元
素等を単原子レベルで高精度に分析できる高性能
透過型電子顕微鏡及びナノカーボン構造体等の高
精度な分光学的評価法を開発する。また、ナノカー
ボ 技術 応用とし 基板に依存しな 大面積

図１ ナノチューブ内のフラーレン分子にタングステン微粒子
白矢印が接触した際の成長の様子。

Jin et al., Phys. Rev. Lett. (2008)

ボン技術の応用として、基板に依存しない大面積
低温ナノ結晶ダイヤの成膜技術を開発するととも
に、機械的、電気化学的及び光学的機能等を発現
させる技術を開発する。

【開発技術の用途】

・化学反応の可視化
・原子レベルにおけるナノチューブ成長過程の解明 図２ タングステン触媒存在下での

フラ レン成長モデル
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フラーレン成長モデル。
（計算機シミュレーション）


