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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
準安定アルミナの粒子本体の周りに、該粒子本体と同質のナノボールの複数が、該粒子
本体から突出した形態において、一体的に形成されていることを特徴とするナノメートル
構造体。
【請求項２】
前記ナノボールが、５〜５０ｎｍの大きさのものである請求項１に記載のナノメートル
構造体。
【請求項３】
準安定アルミナの粒子本体の周りにおいて、該粒子本体から放射状に一体的に延びる複
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数のナノワイヤが形成されてなると共に、更に、それらナノワイヤの先端にナノボールが
それぞれ一体的に形成されていることを特徴とするナノメートル構造体。
【請求項４】
前記ナノワイヤが１０〜１００ｎｍの長さを有している一方、前記ナノボールが５〜５
０ｎｍの大きさを有している請求項３に記載のナノメートル構造体。
【請求項５】
前記複数のナノワイヤが、前記粒子本体の中心を通る一つの平面内において該粒子本体
から放射状に延びている請求項３又は請求項４に記載のナノメートル構造体。
【請求項６】
準安定アルミナの原料粒子に対して、その中心と照射中心とが一致するようにして、電
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子ビームが、真空下で、１×１０21ｅ／ｃｍ2 ・ｓｅｃを超え、７×１０21ｅ／ｃｍ2 ・
ｓｅｃ未満の強度にて、フラッシュ照射せしめられると共に、そのようなフラッシュ照射
操作が、少なくとも１回以上実施されることにより、前記準安定アルミナからなる粒子本
体の周りに、その外周面から突出した形態において、該粒子本体と同質の複数のナノボー
ルを一体的に形成することを特徴とするナノメートル構造体の製造方法。
【請求項７】
準安定アルミナの原料粒子に対して、その中心と照射中心とが一致するようにして、電
子ビームが、真空下で、１×１０21ｅ／ｃｍ2 ・ｓｅｃを超え、７×１０21ｅ／ｃｍ2 ・
ｓｅｃ未満の強度にて、フラッシュ照射せしめられると共に、そのようフラッシュ照射操
作が、少なくとも１回以上実施されることにより、前記準安定アルミナからなる粒子本体
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の周りに、その外周面から突出した形態において、該粒子本体と同質の複数のナノボール
を一体的に形成せしめる第一の照射工程と、
かかる複数のナノボールが一体的に形成されてなる粒子本体に対して、照射中心が該粒
子本体の径方向において各ナノボールよりも外方に位置するようにして、電子ビームが、
真空下で、各ナノボール毎にそれぞれ７×１０21ｅ／ｃｍ2 ・ｓｅｃ以上、５×１０22ｅ
／ｃｍ2 ・ｓｅｃ以下の強度にて、フラッシュ照射せしめられると共に、そのようなフラ
ッシュ照射操作が、少なくとも１回以上実施され、前記ナノボールと前記粒子本体とを連
結した形態において、それらナノボールと粒子本体との間にナノワイヤをそれぞれ成長さ
せる第二の照射工程とを、
含むことを特徴とするナノメートル構造体の製造方法。
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【請求項８】
準安定アルミナの原料粒子に対して、その周りの複数位置で且つその外周部から径方向
外方に離れた位置に、照射中心がそれぞれ位置するようにして、電子ビームが、真空下で
、７×１０21ｅ／ｃｍ2 ・ｓｅｃ以上、５×１０22ｅ／ｃｍ2 ・ｓｅｃ以下の強度にて、
フラッシュ照射せしめられると共に、そのようなフラッシュ照射操作が、少なくとも１回
以上実施されることにより、先端にナノボールが一体的に形成されてなるナノワイヤを、
前記準安定アルミナからなる粒子本体に放射状に一体的に立設、形成することを特徴とす
るナノメートル構造体の製造方法。
【請求項９】
前記準安定アルミナの原料粒子が非晶質炭素膜上に配置された状態において、前記電子
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ビームの照射操作が実施される請求項６乃至請求項８の何れか１項に記載のナノメートル
構造体の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、ナノメートル構造体及びその製造方法に係り、特に金属酸化物の粒子本体の
周りに、ナノスケール物体が一体的に形成されてなる、ナノ歯車の如きナノメートル機械
要素としても効果的に利用することの出来るナノメートル構造体と、それを有利に製造し
得る方法に関するものである。
【背景技術】
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【０００２】
金属酸化物粒子には、その粒径を１００ｎｍ以下というように超微粒子化すると、通常
の粒子（例えば、１μｍ以上）とは異なる特性が出現する。要するに、物質のサイズが小
さくなり、ナノスケールサイズの超微粒子になると、バルクの時とは全く違った新しい性
質が現れるようになるのである。これは、例えば、超微粒子では全原子数に対して表面に
存在する原子数が増加するために、粒子の特性に対して表面エネルギーの影響が無視でき
なくなったり、また、通常のバルク材で問題となる残留歪みの影響を免れることが出来る
等に基づくものとされている。
【０００３】
そして、そのような超微粒子の優れた特性を利用して、超微粒子を各種デバイスや機能
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材料等に利用することが試みられている。また、超微粒子の種類によっては、高い触媒特
性が得られる等、各種材料の高機能化の可能性をも有している。
【０００４】
ところで、かかる超微粒子の製造方法としては、従来から、物理的方法や化学的方法が
知られている。具体的には、物理的な超微粒子の製造方法としては、ガス中蒸発法、スパ
ッタリング法、金属蒸気合成法、流動油上真空蒸発法等があり、また、液相を利用した化
学的な超微粒子の製造方法としては、コロイド法、アルコキシド法、共沈法等があり、更
に気相を利用した超微粒子の製造方法としては、有機金属化合物の熱分解法、金属塩化物
の還元・窒化法、水素中還元法、溶媒蒸発法等が、知られている。しかして、これらの方
法は、何れも、超微粒子を集合体として、換言すれば超微粉体として得る方法であり、超
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微粒子の如きナノスケール物質を単体として生成せしめ、更に、それを有効に利用するも
のではなかったのである。
【０００５】
一方、本発明者等は、先に、特開平８−２１７４１９号公報において、θ−アルミナ粒
子の如き準安定金属酸化物粒子に対して、高真空雰囲気中で、１０20ｅ／ｃｍ2 ・ｓｅｃ
オーダーの強度を有する電子線を照射して、α−アルミナ超微粒子の如き安定金属酸化物
超微粒子を生成する手法を、提案した。そして、この先に提案した方法によれば、安定金
属酸化物超微粒子を粒子単体として得ることが出来、そこでは、略球状の超微粒子に限ら
ず、ロッド状やきのこ状等の異形状の超微粒子を得ることも出来るとされている。
【０００６】
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しかしながら、上述した従来の超微粒子の製造方法の多くは、超微粒子を集合体として
製造することを、その趣旨とするものであって、また、そのようにして得られた超微粒子
は、集合体としての用途に用いることが意図されているに過ぎず、単体としての利用に適
するものではなく、ナノメートル機械要素等としての利用の考えも、全くなかった。尤も
、本発明者等が先に提案した上記公報に開示の手法によれば、超微粒子を単体の形態にお
いて得ることが出来るのであるが、そのような超微粒子は、粒径が極めて小さなものであ
るために、単体としての取り扱いが極めて難しく、単体としての有効利用、ひいてはナノ
スケール物体としての有効利用には限度があったのであり、むしろ、そのような超微粒子
単体は集められて、集合体として利用されることとなるのである。
【０００７】
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また、超微粒子は、単体であっても、集合体であっても、粒子形態の状態では、その用
途には限界があり、更に、上記公報において、本発明者等が明らかにした、ロッド状やき
のこ状等の異形状の超微粒子としたところで、それを、そのままナノメートル機械要素と
して利用することは困難である。
【０００８】
【特許文献１】特開平８−２１７４１９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
ここにおいて、本発明は、かかる事情を背景にして為されたものであって、その解決課
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題とするところは、金属酸化物超微粒子を個々に分離した状態において利用することが出
来、また任意の位置で成長させることの出来る、取り扱いの容易なナノメートル構造体を
提供することにあり、また、そのようなナノメートル構造体を有利に製造し得る方法を提
供することにある。更に、本発明は、ナノメートル機械要素としても利用することの出来
るナノメートル構造体を提供することをも、その課題とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
そして、本発明は、上述せる如き課題を解決するために、準安定アルミナからなる粒子
本体の周りに、該粒子本体と同質のナノボールの複数が、該粒子本体から突出した形態に
おいて、一体的に形成されていることを特徴とするナノメートル構造体を、その要旨とす
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るものである。
【００１１】
なお、かかるナノメートル構造体において、前記ナノボールは、一般に、５〜５０ｎｍ
の大きさのものである。
【００１２】
また、本発明は、準安定アルミナからなる粒子本体の周りにおいて、該粒子本体から放
射状に一体的に延びる複数のナノワイヤが形成されてなると共に、更に、それらナノワイ
ヤの先端にナノボールがそれぞれ一体的に形成されていることを特徴とするナノメートル
構造体をも、その要旨とするものである。
【００１３】

10

そして、そのようなナノメートル構造体にあっては、前記ナノワイヤは、１０〜１００
ｎｍの長さを有している一方、前記ナノボールは、５〜５０ｎｍの大きさを有しているも
のである。また、かかる複数のナノワイヤは、有利には、前記粒子本体の中心を通る一つ
の平面内において該粒子本体から放射状に延びており、それらナノワイヤの先端に、それ
ぞれナノボールが一体的に形成されていることによって、ナノ歯車の如きナノメートル機
械要素としての利用が高められているのである。
【００１５】
また、本発明にあっては、上述せる如きナノメートル構造体を有利に得るべく、準安定
アルミナの原料粒子に対して、その中心と照射中心とが一致するようにして、電子ビーム
が、真空下で、１×１０21ｅ／ｃｍ2 ・ｓｅｃを超え、７×１０21ｅ／ｃｍ2 ・ｓｅｃ未
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満の強度にて、フラッシュ照射せしめられると共に、そのようなフラッシュ照射操作が、
少なくとも１回以上実施されることにより、前記準安定アルミナからなる粒子本体の周り
に、その外周面から突出した形態において、該粒子本体と同質の複数のナノボールを一体
的に形成することを特徴とするナノメートル構造体の製造方法を、その要旨としている。
【００１７】
さらに、本発明にあっては、前記したナノメートル構造体の有利な製造方法の一つとし
て、準安定アルミナの原料粒子に対して、その中心と照射中心とが一致するようにして、
電子ビームが、真空下で、１×１０21ｅ／ｃｍ2 ・ｓｅｃを超え、７×１０21ｅ／ｃｍ2
・ｓｅｃ未満の強度にて、フラッシュ照射せしめられると共に、そのようフラッシュ照射
操作が、少なくとも１回以上実施されることにより、前記準安定アルミナからなる粒子本
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体の周りに、その外周面から突出した形態において、該粒子本体と同質の複数のナノボー
ルを一体的に形成せしめる第一の照射工程と、かかる複数のナノボールが一体的に形成さ
れてなる粒子本体に対して、照射中心が該粒子本体の径方向において各ナノボールよりも
外方に位置するようにして、電子ビームが、真空下で、各ナノボール毎にそれぞれ７×１
０21ｅ／ｃｍ2 ・ｓｅｃ以上、５×１０22ｅ／ｃｍ2 ・ｓｅｃ以下の強度にて、フラッシ
ュ照射せしめられると共に、そのようなフラッシュ照射操作が、少なくとも１回以上実施
され、前記ナノボールと前記粒子本体とを連結した形態において、それらナノボールと粒
子本体との間にナノワイヤをそれぞれ成長させる第二の照射工程とを、含むことを特徴と
するナノメートル構造体の製造方法をも、その要旨とするものである。
【００１９】
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また、本発明は、本発明に従うところのナノメートル構造体を有利に製造すべく、他の
製造方法として、準安定アルミナの原料粒子に対して、その周りの複数位置で且つその外
周部から径方向外方に離れた位置に、照射中心がそれぞれ位置するようにして、電子ビー
ムが、真空下で、７×１０21ｅ／ｃｍ2 ・ｓｅｃ以上、５×１０22ｅ／ｃｍ2 ・ｓｅｃ以
下の強度にて、フラッシュ照射せしめられると共に、そのようなフラッシュ照射操作が、
少なくとも１回以上実施されることにより、先端にナノボールが一体的に形成されてなる
ナノワイヤを、前記準安定アルミナからなる粒子本体に放射状に一体的に立設、形成する
ことを特徴とするナノメートル構造体の製造方法をも、その要旨とするものである。
【００２１】
なお、上記した本発明に従うナノメートル構造体の製造方法においては、前記準安定ア
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ルミナの原料粒子が非晶質炭素膜上に配置された状態において、前記電子ビームの照射工
程が実行され、これにより、複数のナノボールやナノワイヤが一つの平面内において、前
記粒子本体の周りに、所定の間隔をおいて分離した状態で、有利に形成され得るのである
。
【発明の効果】
【００２２】
従って、上述せる如き本発明にあっては、準安定アルミナからなる粒子本体の周りに、
その外周面から突出した形態において、かかる粒子本体と同質の、複数のナノボールや、
ナノボールがナノワイヤの先端に一体的に形成されてなる「こけし形状」のナノスケール
体の複数が、それぞれ、互いに分離した形態において、粒子本体に対して一体的に形成さ
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れているところから、それらナノボールやナノボール−ナノワイヤ一体化複合物（こけし
形状体）のナノスケール物質としての特性を、そのまま、保持しつつ、粒子本体に一体に
形成された形態において、取り扱うことが出来るところから、それらナノボール単体やナ
ノボール−ナノワイヤ一体化複合物の単体を取り扱う場合よりも、その取扱い性が効果的
に高められ得ると共に、その比表面積の拡大によって、ナノスケール物体の特徴的な性質
、例えば触媒効果等が有利に高められ得ることとなるのである。
【００２３】
しかも、粒子本体の周りに、ナノワイヤの先端にナノボールが一体的に形成されてなる
「こけし形状体」の複数を、放射状に立設せしめてなるナノメートル構造体にあっては、
それをナノ歯車の如きナノメートル機械要素としても利用することが出来、それによって
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、ナノスケールでの作動機構の実現にも大きく寄与し得ることとなったのである。
【００２４】
また、本発明に従うナノメートル構造体の製造方法によれば、準安定アルミナからなる
粒子本体の周りに、超微粒子であるナノボールを均一に且つ互いに分離した形態において
形成することが出来、更に、そのような粒子本体の周りに一体的に形成されたナノボール
のそれぞれから、粒子本体とナノボールとを連結するナノワイヤをナノボール毎に成長せ
しめることが可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
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以下、図面を参照しつつ、本発明を実施するための最良の形態について、詳細に説明す
ることとする。
【００２６】
先ず、図１には、本発明に従うナノメートル構造体の一つを製造する工程が、模式的に
示されている。そこにおいて、２は、所定の金属酸化物からなる原料粒子であって、具体
的には、例えばアルミナ、チタニア、マグネシア、シリカ、ベリリア等の粒子である。そ
して、それらの中でも、特に、アルミナ（Ａｌ2Ｏ3）粒子が、原料粒子２として、好適に
用いられることとなる。また、そのような原料粒子２は、一般に、その結晶相が準安定相
であるものであって、例えばアルミナにあっては、δ−Ａｌ2Ｏ3（斜方晶系）やθ−Ａｌ
2Ｏ3（単斜晶系）等の準安定アルミナ粒子が、好適に用いられることとなる。
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【００２７】
なお、ここで用いられる原料粒子２の粒子径は、特に限定されるものではないが、例え
ば、０．０５〜１０μｍ程度であることが好ましい。この原料粒子２の粒子径があまりに
も小さいと、目的とするナノメートル構造体を充分に形成し得ない恐れがあり、一方、あ
まりにも大きくなっても、本発明の目的とするナノメートル構造体を有効に形成すること
が困難となる恐れがある。
【００２８】
そして、かかる金属酸化物の原料粒子２に対して、その中心と照射中心：Ｘ1 とが一致
するようにして、電子ビームを真空下で照射せしめることによって、かかる原料粒子２か
ら生じた、それよりも小径の粒子本体４の周りに、その外周面から突出した形態において
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、原料粒子２、更には、それから生じた粒子本体４と同質の複数のナノボール６が、互い
に分離した形態において一体的に均一に形成され、以て、粒子本体４の周りに、複数のナ
ノボール６が有利には所定の間隔を隔てて一体的に形成されてなるナノメートル構造体１
０が、形成されることとなる。このように、原料粒子２の中心を照射中心：Ｘ1 にして、
電子ビームを照射するようにすれば、粒子本体４の周りに、同質の超微粒子であるナノボ
ール６を、均一に、換言すれば、大きさや形状、間隔がそろっている状態において、一体
的に配設し得るのである。ここで、そのようなナノボール６の大きさや配設形態は、電子
ビームの照射強度、時間、面積等の照射条件を適宜に調整することによって、実現するこ
とが可能である。
10

【００２９】
ところで、本発明に用いられる電子ビームは、例えば通常のＬａＢ6 線源ＴＥＭ装置や
ＦＥ−ＴＥＭ（Field Emission ‑ Transmission Electron Microscope ）装置等を利用す
ることで、得ることが出来る。そして、この電子ビームの照射は、よく知られているよう
に、高真空下において行なわれるものであって、具体的には、１０‑5Ｐａ程度以下の真空
下において、電子ビームが照射せしめられることが望ましいのである。また、そのような
電子ビームの照射に際しては、一般に、原料粒子２は、適当な基板、例えば、非晶質炭素
膜（アモルファスカーボン支持膜）上に載置されることとなるが、その際、基板の加熱等
を行なう必要がなく、常温下において、電子ビームが、原料粒子２に対して、中心を一致
させた状態において、照射せしめられることとなる。

20

【００３０】
21

また、かかる原料粒子２に対する電子ビームの照射には、有利には、１×１０
2

ｍ

・ｓｅｃを超え、７×１０

21

ｅ／ｃｍ

2

ｅ／ｃ

・ｓｅｃ未満の強度にて、電子ビームをフラ

ッシュ照射せしめる操作が採用されると共に、そのようなフラッシュ照射操作が、少なく
とも１回以上実施され、これによって、粒子本体４の外周面にナノボール６が均一に一体
形成されてなるナノメートル構造体１０を、有利に得ることが出来るのである。特に、こ
のような照射条件を採用することによって、準安定相の金属酸化物からなる原料粒子２か
ら、その結晶層を変態させることなく、準安定相の粒子本体４上に、同じく準安定相のナ
ノボール６を有利に形成することが出来る。ここで、かかる電子ビームの照射強度が１×
１０21ｅ／ｃｍ2 ・ｓｅｃ以下となると、ナノボール６の形成が困難となるのであり、ま
た、５×１０22ｅ／ｃｍ2 ・ｓｅｃ以上のように、照射強度が高くなり過ぎると、ナノボ
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ール６が粒子本体４から離脱してしまったり、ナノボール６の他に、こけし形状のナノス
ケール体等の、他の形状のものが形成されやすい等の問題を生じる。
【００３１】
なお、このような電子ビームのフラッシュ照射操作は、１回でも、目的とするナノボー
ル６の形成は可能であるが、また、必要に応じて複数回、連続して繰り返し行なわれるこ
ととなる。このフラッシュ照射操作を繰り返しても、形成されたナノボール６がダメージ
を受けることはないが、一般に、１０回程度までのフラッシュ照射操作で、充分に目的と
するナノボール６を形成することが出来る。また、ここで、フラッシュ照射操作は、一般
に、短時間に、例えば２秒以内、好ましくは１秒以内の間に、目的とする照射強度までの
上昇・下降を行ない、瞬間的に、該目的とする強度の電子ビームが原料粒子２に照射され

40

るようにする手法にて実施され、また、それが連続的に繰り返して実施されるようにした
方式が採用される。更に、この電子ビームの強度を目的とする強度まで上昇、下降せしめ
るに際しては、従来より公知の各種の手法が採用され得、具体的にはコンデンサーレンズ
で照射面積を絞る等の方法により、有利に行なわれることとなる。
【００３２】
そして、このようにして、粒子本体４の外周面に一体的に形成されてなる複数のナノボ
ール６は、実質的に球形状を呈していたり、八面体や二十面体等の多面体形状を呈するも
のであって、その大きさ（見掛け直径）としては、通常、５〜５０ｎｍの大きさにおいて
形成されることとなる。ここで、ナノボール６の大きさが小さいと、機械要素として利用
し難くなる等の問題を生じ、また、大きくなり過ぎても、その形成や利用に問題を内在す
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ることとなる。
【００３３】
また、この得られた複数のナノボール６が粒子本体４の外周面に一体的に形成されてな
るナノメートル構造体１０は、そのままでも、比表面積が拡大された粒子として、従って
、例えば触媒効果等の特性が高められた粒子として用いられたり、直接に、ナノ歯車等の
ナノメートル機械要素乃至は部品として用いられ得るものであるが、更に、それら粒子本
体４の周りに形成された複数のナノボール６を、図２に示される如く、所定長さのナノワ
イヤ８を介して、粒子本体４に対して一体的に連結せしめてなる構造のナノメートル構造
体１２とすれば、更に、そのナノメートル機械要素としての機能を高め、また、その用途
を高めることが出来る。

10

【００３４】
ここで、そのような、ナノワイヤ８の先端にナノボール６が一体的に形成されてなる「
こけし形状」のナノスケール体が、立設、形成されてなる構造のナノメートル構造体１２
は、例えば、図３に示されるように、図１において形成されたナノメートル構造体１０を
用い、電子ビームの照射中心を変えて、その照射中心：Ｘ2 が、粒子本体４の径方向にお
いて各ナノボール６よりも外方に、例えば５０ｎｍ〜１μｍ程度離れて位置するようにし
て、電子ビームを真空下で各ナノボール毎にそれぞれ照射せしめることにより、それらナ
ノボール６と粒子本体４とを連結した形態において、それらナノボール６と粒子本体４と
の間に、ナノワイヤ８をそれぞれ成長させるようにすることによって、得ることが可能で
ある。

20

【００３５】
そして、この粒子本体４とナノボール６とを一体的に連結するナノワイヤ８を成長せし
めるために、電子ビームは、有利には、７×１０21ｅ／ｃｍ2 ・ｓｅｃ以上、５×１０22
ｅ／ｃｍ2 ・ｓｅｃ以下の強度にてフラッシュ照射せしめられると共に、そのようなフラ
ッシュ照射操作が、少なくとも１回以上、必要に応じて複数回、連続的に実施されること
となるのである。なお、この電子ビームの照射に際して、その照射強度が低くなり過ぎる
と、ナノワイヤ８を充分に成長させることが困難となるのであり、また、準安定相の粒子
本体４から準安定相のナノワイヤ８の成長も困難となる。更に、その照射強度が５×１０
22

ｅ／ｃｍ2 ・ｓｅｃを超える程に強くなり過ぎると、粒子本体４からナノワイヤ８やナ

ノボール６が離脱してしまう恐れが生じる問題がある。
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【００３６】
また、本発明に従うナノメートル構造体１２は、図４に示される如き手法に従って、得
ることも可能である。そこにおいては、原料粒子２に対して、直接に、電子ビームが照射
されて、ナノワイヤ８の先端にナノボール６が一体的に形成されてなるナノスケール体が
一挙に粒子本体４に形成されることとなる。また、そこでは、原料粒子２の周りの複数位
置で且つその外周部から径方向外方に離れた位置、例えば５０ｎｍ〜１μｍ程度離れた位
置に、照射中心：Ｘ2 が、それぞれ、例えば順次位置するようにして、電子ビームを真空
下で順次照射せしめることにより、ナノボール６とナノワイヤ８とが一体となった「こけ
し形状」のナノスケール体が、粒子本体４の外周面から、それぞれの照射中心：Ｘ2 に向
かって立設、形成され、放射状態において一体的に配設されてなる形態のナノメートル構
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造体１２とすることが可能である。
【００３７】
なお、このように、原料粒子２から直接にナノボール６とナノワイヤ８とが一体となっ
た「こけし形状」のナノスケール体を一挙に形成せしめる方法においても、照射強度は７
×１０21ｅ／ｃｍ2 ・ｓｅｃ以上、５×１０22ｅ／ｃｍ2 ・ｓｅｃ以下において、電子ビ
ームがフラッシュ照射せしめられるようにすると共に、そのようなフラッシュ照射操作が
、少なくとも１回以上実施されるようにすることが推奨されるのである。この７×１０21
ｅ／ｃｍ2 ・ｓｅｃ以上、５×１０22ｅ／ｃｍ2 ・ｓｅｃ以下の照射強度を採用すること
により、かかる「こけし形状」のナノスケール体が有利に形成され、また、準安定相の粒
子本体４と同質の準安定相の「こけし形状」のナノスケール体（ナノボール６＋ナノワイ
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ヤ８）が効果的に形成され得るのである。
【００３８】
ところで、上記したナノメートル構造体１２の製造手法の何れにおいても、ナノワイヤ
８の先端にナノボール６が一体的に形成されてなる「こけし形状」のナノスケール体は、
図３や図４に示される如く、電子ビームの照射中心：Ｘ2 に向かうように、粒子本体４に
立設、形成せしめ得るところから、かかる照射中心：Ｘ2 を任意に選択して、その選択さ
れた所定のナノボール６の外方に配置したり、或いは原料粒子２の径方向外方に任意の位
相差をもって配置したりすることによって、そのような「こけし形状」のナノスケール体
を、任意の個数において、粒子本体４の外周面に配設することが可能であり、これによっ
て、粒子本体４の外周面上に、ナノボール６とナノワイヤ８とからなる「こけし形状」の

10

ナノスケール体を、任意の個数において、また、任意の配設形態において形成してなるナ
ノメートル構造体１２を得ることが出来るのである。
【００３９】
例えば、かかるナノメートル構造体１２は、一般に、非晶質炭素膜上に、ナノメートル
構造体１０や、原料粒子２を配置せしめた状態において、その周りの複数位置を照射中心
：Ｘ2 として、電子ビームが順次照射せしめられることとなるところから、粒子本体４に
一体的に形成される「こけし形状」のナノスケール体（ナノボール６＋ナノボール８）は
、非晶質炭素膜１４上において、一つの平面内において放射状に延びている形態において
形成されるようになるのである。尤も、本発明では、そのような「こけし形状」のナノス
ケール体が、一平面内において配設される構造に限定されるものでは決してなく、粒子本
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体４の外周面から四方八方に一体的に突出せるような配設構造も対象とされ得るものであ
ることは、言うまでもないところである。
【００４０】
なお、かくの如くして得られたナノメートル構造体１２において、ナノボール６は、５
〜５０ｎｍ程度の大きさを有している一方、ナノワイヤ８は、一般に、１０〜１００ｎｍ
程度の長さを有し、また、その直径は、５〜２５ｎｍ程度とされている。このようなサイ
ズのナノワイヤ８や、その先端にナノボール６が形成されてなる「こけし形状」のナノス
ケール体の成長は、電子ビームの照射条件を適宜に選択することによって制御されること
となる。そして、そのようなサイズのナノボール６やナノワイヤ８とされることにより、
ナノメートル機械要素として、有利に用いられ得るのである。
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【００４１】
そして、このようにして得られたナノメートル構造体１２にあっては、粒子本体４の外
周面から放射状に一体的に延びる複数のナノワイヤ８が形成され、更に、そのナノワイヤ
８の先端には、ナノボール６が一体的に形成されて、「こけし形状」のナノスケール体が
立設せしめられてなる形態とされていることから、ナノスケール体としての特性に加えて
、その構造的な特徴を利用して、ナノメートル機械要素としても有利に用いられ得るもの
であって、例えば、図６に示される如く、ナノメートル構造体１２の一つ一つに、任意の
個数の「こけし形状」のナノスケール体（歯）を作って、それらを組み合わせることによ
り、歯車として利用することが可能である。
【実施例】
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【００４２】
以下に、本発明の実施例を示し、本発明を更に具体的に明らかにすることとするが、本
発明が、そのような実施例の記載によって、何等の制約をも受けるものでないことは、言
うまでもないところである。また、本発明には、以下の実施例の他にも、更には上記の具
体的記述以外にも、本発明の趣旨を逸脱しない限りにおいて、当業者の知識に基づいて、
種々なる変更、修正、改良等を加え得るものであることが、理解されるべきである。
【００４３】
先ず、市販のアルミニウム粒子に対して蒸発金属燃焼法を施すことにより、粒子径が５
０〜３００ｎｍ程度のＡｌ2Ｏ3粒子を得た。得られたＡｌ2Ｏ3粒子の結晶相をＸ線回折法
（コーエン法）によって調べたところ、δ−Ａｌ2Ｏ3よりなる粒子又はθ−Ａｌ2Ｏ3より
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なる粒子であった。次いで、かかるδ−Ａｌ2Ｏ3粒子とθ−Ａｌ2Ｏ3粒子の混合物をアル
コールに分散させた後、かかる分散液を、３枚のＣｕ製メッシュ上に載置されたアモルフ
ァスカーボン支持膜上に塗布し、乾燥させた。
【００４４】
次いで、得られたアモルファスカーボン支持膜を、ＴＥＭ装置（２００ｋＶ：日本電子
株式会社製、ＪＥＭ−２０１０）の真空室（真空度：１０‑5Ｐａ程度）内に配置された室
温ステージ上にセットした。その後、アモルファスカーボン支持膜上のθ−Ａｌ2Ｏ3粒子
に対して、１．０〜４．０×１０22ｅ／ｃｍ2 ・ｓｅｃの各種照射強度にて電子ビームを
１秒以内のフラッシュ照射を少なくとも１回以上実施し、θ−Ａｌ2Ｏ3粒子の周囲におけ
るナノスケール構造の変化を、室温ステージ上において、その場（in situ）観察した。

10

【００４５】
その結果、何れの強度における電子ビームの照射条件下においても、ナノワイヤの先端
にナノボールが一体的に形成されてなる「こけし形状」のナノスケール体（構造）が、電
子ビームの照射中心に向かう方向に、θ−Ａｌ2Ｏ3からなる粒子本体から突出した形態に
おいて、一体的に形成されていることを認めた。
【００４６】
なお、その一例を、図７の（ａ）及び（ｂ）に示した。そこにおいて、（ａ）は、照射
前のＴＥＭ写真であって、そこでは、電子ビームの照射中心がＸにて示されている。また
、（ｂ）は、電子ビームの照射後のＴＥＭ写真であって、そこでは、粒子本体から電子ビ
ームの照射中心の方向に延びる、ナノワイヤの先端にナノボールが一体的に形成されてな
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る「こけし形状」のナノスケール体が形成されていることを認めることが出来る。この図
７の結果を与える電子ビームの照射条件は、強度：２．０×１０22ｅ／ｃｍ2 ・ｓｅｃ、
照射時間：１秒、照射回数：１回であった。また、そのようにして形成された「こけし形
状」のナノスケール体は、粒子本体と共に、原料粒子と同質のθ−Ａｌ2Ｏ3であることが
、制限視野電子線回折図形によって、確認された。
【００４７】
また、上記のθ−Ａｌ2Ｏ3粒子に代えて、δ−Ａｌ2Ｏ3粒子を用いて、同様な電子ビー
ム照射を行なったところ、照射時間：２秒（１秒×２回）によって、同様な「こけし形状
」のナノスケール構造体が形成され得ることを認めた。
【００４８】
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そして、かかる電子ビームの照射実験の結果、ナノスケール構造の成長乃至は形成に関
して、先ず、照射された原料粒子が、スパッタリング効果によって微細化されて、粒子本
体に固着した安定なナノボールに変化し、次いで、粒子表面の原子が照射によって励起さ
れ、そして、粒子からナノボールの安定な界面に原子の拡散を誘引して、最終的に、そこ
にナノワイヤをエピタキシャル成長せしめていることが認められた。また、ナノボールは
、ナノワイヤの先端に固着しているために、ナノボールは、ナノワイヤの成長に関連して
いるものと考えられ、従って、ナノボールが粒子本体に固着している時、その界面は原子
配列が類似しているならば、安定であるものと考えられるのである。そして、そのような
ナノボール形成の閾値は、１×１０21ｅ／ｃｍ2 ・ｓｅｃと認められ、また、ナノワイヤ
発生の閾値は、７×１０21ｅ／ｃｍ2 ・ｓｅｃであると認められた。
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【００４９】
このような事実からして、原料粒子の中心を電子ビームの照射中心にして、１×１０21
ｅ／ｃｍ2 ・ｓｅｃ〜７×１０21ｅ／ｃｍ2 ・ｓｅｃの範囲内において電子ビームを照射
するようにすれば、ナノボールは、原料粒子から生じた、それよりも小さな直径の粒子本
体の周りに、それぞれ固着された形態において、形成されることとなるのであり、また、
電子ビームを７×１０21ｅ／ｃｍ2 ・ｓｅｃ以上、５×１０22ｅ／ｃｍ2 ・ｓｅｃ以下の
強度において、その照射中心をナノボールよりも外方に位置せしめるようにしたり、原料
粒子の径方向外方に位置せしめることにより、粒子本体とナノボールとの間にナノワイヤ
を成長せしめ、また、先端にナノボールが固着されたナノワイヤを、それぞれ照射中心に
向かって成長せしめることが可能となることが理解され、そして、そのような先端にナノ
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ボールが固着されたナノワイヤからなる「こけし形状」のナノスケール体は、粒子本体の
周りにおいて照射せしめられる電子ビームの照射中心の数に対応した数だけ、それら照射
中心に向かう形態において、粒子本体の周りに固着（立設）、形成され、目的とする本発
明に従うナノメートル構造体を形成し得ることとなるのである。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明に従うナノメートル構造体の一つを形成せしめる工程を模式的に示す説明
図である。
【図２】本発明に従うナノメートル構造体の他の例を示す説明図である。
【図３】図２に示されるナノメートル構造体を製造する工程の一例を模式的に示す説明図
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である。
【図４】図２に示されるナノメートル構造体を製造する工程の他の例を模式的に示す説明
図である。
【図５】図２に示されるナノメートル構造体が非晶質炭素膜上に配置された状態を模式的
に示す側面説明図である。
【図６】本発明に従う図２に示されるナノメートル構造体の複数が、ナノ歯車として用い
られる形態を模式的に示す説明図である。
【図７】実施例において得られたＴＥＭ写真の一つであって、（ａ）は電子ビーム照射前
の原料粒子の状態を示し、（ｂ）は電子ビーム照射後における粒子本体からこけし形状の
ナノスケール体が照射中心に向かって成長している形態を示すものである。
【符号の説明】
【００５１】
２

原料粒子

６

ナノボール

１０

ナノメートル構造体

１４

非晶質炭素膜

４
８
１２

粒子本体
ナノワイヤ
ナノメートル構造体

20

(11)
【図１】

【図３】

【図２】

【図４】

【図５】
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