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ナノの積木細工で高性能誘電素子を実現 
－溶液プロセスで酸化物ナノシートを自己組織化配列－ 

 
解禁日時：平成２６年２月１９日２２時 

配布日時：平成２６年２月１７日１４時 

独立行政法人物質・材料研究機構 

概 要 

１． 独立行政法人物質・材料研究機構（理事長：潮田 資勝）国際ナノアーキテクトニクス研究拠

点（拠点長：青野 正和）の佐々木 高義フェロー、長田 実准主任研究者らの研究グループは、

導電性および誘電性の２種類の酸化物ナノシート 1)を積み木細工のようにサンドイッチ構造に

堆積することにより世界最小の高性能コンデンサ２)素子の作製に成功した。 

 

２． コンデンサは、一時的に電気を蓄える機能を持った電子部品で、スマートフォン、パソコンな

ど電子情報機器の中でさまざまな形で使われている。現在、このコンデンサには、セラミック

スナノ粒子からなる誘電体層と電極をサンドイッチ状に交互に多層積層した積層セラミック

コンデンサ（MLCC）が利用されており、最先端の微粒子加工技術や薄膜技術による素子の薄

膜化・集積化等のいわゆるトップダウン手法で小型化と高性能化を実現している。昨今の小型

モバイル機器の小型、軽量、高機能化の流れの中でMLCC もさらなる小型化、高性能化が求

められているが、現行方式では材料、プロセスの両面でほぼ限界に達しており、新たな材料、

方式による飛躍的な性能向上・技術革新が強く求められている。 

 

３． 本研究グループでは、従来、コンデンサ素子の開発に利用されていたトップダウン手法とは逆

転の発想で、独自に開発してきた分子レベルの薄さの2次元ナノ結晶「無機ナノシート」を用

いた新たなボトムアップ型素子製造プロセスを開発し、世界最小の高性能コンデンサ素子の作

製に成功した。誘電体層および電極層向けにそれぞれぺロブスカイト型酸化ニオブナノシート

（組成：Ca2Nb3O10-）と酸化ルテニウムナノシート（Ru0.95O2
0.2-）を採用することで、誘電体

層および電極層のナノサイズの薄膜化を実現し、さらに室温・溶液プロセスで積み木細工のよ

うに積層することで高品位の電極／誘電体／電極（MIM）のサンドイッチ型素子を作製した。

この素子はトータルの厚みが30 nm弱と世界最小ながら、103～106 Hzの広い周波数範囲で安

定かつ非常に高い静電容量 3)（27.5 F cm-2）を示した。今回試作した素子はMLCCのMIM

構造１ユニットに相当し、多層化が今後の課題となるが、その性能は市販されている現行の

MLCCの約2000倍に相当することに加え、全て簡便、安価、低環境負荷の室温・溶液プロセ

スで製造できるため今後の多層化工程にも有利であり、将来の応用展開に向けて極めて有望な

成果であるといえる。 

 

４． 本研究成果は、独立行政法人科学技術振興機構戦略的創造研究推進事業チーム型研究

（CREST）「ナノ科学を基盤とした革新的製造技術の創成」研究領域（研究統括：堀池 靖浩）

における研究課題「無機ナノシートを用いた次世代エレクトロニクス用ナノ材料／製造プロセ

スの開発」（研究代表者：佐々木 高義）」の一環で得られたもので、米国化学会誌「ACS Nano」

に日本時間2月19日午後22時にオンライン掲載される。なお本成果は米国化学会から注目論

文に選定され、同学会より同時にプレスリリースされる。 
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研究の背景 

 誘電体を利用した積層セラミックスコンデンサ（MLCC: Multi Layered Ceramics Condenser）

は今日のエレクトロニクスを支える重要な電子部品であり、雑音抑制や電源供給補助などのために、

あらゆるエレクトロニクス機器に搭載されている。例えば、スマートフォン 1台当たりの搭載個数

は 400～500 個といわれている。昨今の小型モバイル機器の小型、軽量、高機能化の流れの中で、

電子部品の搭載点数はますます増加し、高密度実装を支える超小型コンデンサの開発が重要となっ

ている。 

現在の MLCC には、チタン酸バリウム微粒子を固めてシート状に成型した誘電体膜が使われて

おり、この誘電体膜とニッケルなどの電極を交互に数百から 1000 層程度重ねた多層構造が利用さ

れている。これまでの素子開発を眺めてみると、その高性能化は最先端の微粒子加工技術や薄膜技

術による素子の薄膜化・集積化等のいわゆるトップダウン手法で実現している。一般に誘電素子の

示す静電容量Cは 

C = 0r(S/d) （0、rは真空および誘電体の誘電率、Sは電極面積、dは誘電体の厚み） 

で与えられることから、誘電体層を薄くして、さらに電極面積を稼ぐことで、高容量化を実現して

きた。最先端のMLCCでは、粒径100 nm程度のチタン酸バリウム微粒子を用いて厚み約500 nm

の誘電体層とし、これをニッケル電極と交互に数百層積層し、全体でシャープペンシルの芯の太さ

前後の超小型素子を達成している。コンデンサのさらなる高性能化には、誘電体層、電極層のさら

なる薄膜化が不可欠であるが、現行のプロセスでは、微粒子の加工の問題があり、さらなる薄膜化

が困難になっている。また、高誘電体材料の多くは、粒子サイズを100 nmレベルまで小さくする

と、誘電率が低下するというサイズ効果の問題があり、粒径100 nm程度が高誘電体として安定に

動作する限界であった。これらの課題をブレークスルーし、コンデンサ技術を持続的に発展させる

ためには、従来のトップダウン技術だけに依存した素子開発では困難で、新しい高誘電体材料やデ

バイスの創製技術の開発が急務となっている。 

 

研究成果の内容 

本研究グループでは、これまで様々な層状化合物を化学反応により層１枚にまでバラバラに剥離

することにより、極薄の 2次元物質であるナノシートの開発を行ってきている。すなわち得られる

ナノシートは、厚さが原子数個で構成され、1 ナノメートル前後と極薄であるのに対して、横方向

にはその厚さの千倍以上、大きな場合では 10万倍にも及ぶ広がりをもった２次元ナノ物質であり、

2010年ノーベル物理学賞の対象となったグラフェン 4)と共通した特徴を有するユニークな物質であ

る。これまでの研究により多くの層状化合物の単層剥離が達成され、多様な組成、構造を持つ酸化

物や水酸化物ナノシートが合成されている。この豊富な多様性を反映して、これらのナノシートは

電子的、磁気的、光学的、化学的特性に関連した広範な機能性を発揮することが明らかにされ、新

しい機能性ナノ結晶として高い注目を集めている。またもう一つの重要な特徴は、これらのナノシ

ートは水中に単分散したコロイドとして得られるため、溶液プロセス（ディップコートをベースと

した交互吸着法 5）と液面吸着現象を利用したラングミュア・ブロジェット（LB）法 6)）を用いるこ

とで、ガラス、金属、プラスチックなど様々な基材表面に、稠密、且つレイヤーバイレイヤーで堆

積させ、ナノレベルで膜厚、積層構造を精密に制御したナノ薄膜を容易に構築できることである。 

本研究では上記のナノシート技術をベースとして新規デバイスを創製することを念頭に、本グル

ープにおいてこれまでに開発してきたナノシートの中から、誘電体層の素材としてぺロブスカイト

型酸化ニオブナノシート（Ca2Nb3O10-）、電極用素材として酸化ルテニウムナノシート（Ru0.95O2
0.2-）

を選択し、溶液プロセスを用いてガラス基板上にナノ誘電素子（図１）を構築することを検討した。

まずガラス基板上に交互吸着法により Ru0.95O2
0.2-ナノシートを 2～5 層堆積し下部電極とした。こ

の工程はナノシートのコロイド溶液と正電荷を帯びたポリマーの水溶液に基板を交互に浸漬すると

いう簡便な操作により実施することが可能である。第二工程では得られたCa2Nb3O10-ナノシートを

LB法により10層レイヤーバイレイヤーで累積した。このプロセスはナノシートコロイド溶液を浅

い水槽に入れて静置すると水面にナノシートが浮遊してくるという面白い特性を利用したものであ

り、液面に接触したバリアと呼ばれるテフロン製のバーを内側に移動させることによってナノシー
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トを緻密にパッキングさせた後、予め溶液中に沈めておいた基板をゆっくりと引き上げることによ

って基板表面にナノシート膜を写し取る（転写）ことを繰り返して多層膜をレイヤーバイレイヤー

で形成していく方法である。ナノシートのパッキングをバリアによりコントロールできるため、隙

間の発生を極力抑えた緻密な膜を構築することができる。ナノシートは非常に大きな 2次元異方性

を有しているために、その多層膜ではリークパスの形成を抑えられ優れた絶縁性を発揮する効果が

あるが、LBプロセスによりさらに緻密な膜となるため、コンデンサーデバイスの重要な要件である

リーク電流密度を極力抑えこんだ絶縁性の高い膜を形成できることとなる。第三工程ではリソグラ

フィー技術と交互吸着法を組み合わせて、Ru0.95O2
0.2-ナノシートを50 mφの2～5層膜として堆積

させ、上部電極とした。具体的にはCa2Nb3O10-ナノシート膜まで堆積させた基板表面にフォトレジ

ストをスピンコートし、フォトマスクを通して露光することにより、50 mφの円形孔（ドット）

を正方形の格子状に形成した。次にその上から Ru0.95O2
0.2-ナノシートを交互吸着法で 2～5 層累積

し、レジストと共にドット部分以外に吸着したナノシートを除去することで上部電極ドットパター

ンを構築した。以上のプロセスは様々な手法でモニターし、目的のサンドイッチ構造の形成を確認

した。図 2 の透過型電子顕微鏡（TEM）断面像などのデータから誘電体層である Ca2Nb3O10-ナノ

シート膜の上下が Ru0.95O2
0.2-ナノシート膜で挟まれたサンドイッチ構造が形成されており、その厚

みは約27 nmと極薄であることが見て取れる。 

図3は構築したデバイスの誘電特性を測定した結果である。周波数が103～106 Hzの広い領域で

安定に27.5 F cm-2の静電容量を与えること、誘電損失（tan ）も3~5％の低い値に抑え込まれて

いることがわかる。この静電容量は現行で市販されているMLCCと比べて約2000倍の高い性能に

相当する。これは用いたCa2Nb3O10-ナノシートそのものがナノスケールの厚みでも210と非常に高

い比誘電率を示すことに加えて、厚さが1.4 nmと分子レベルの薄さであり、10層膜でもトータル

の厚みが15 nm前後と極薄の絶縁膜であることを反映した結果であるといえる。またこのサンドイ

ッチ構造のデバイス全体の厚みは30 nm以下であり、最新のMLCCの500 nmと比べて1/10以下

であり、小型、集積化という点においても格段の優位性をもっていることは明らかである。 

 

 

 

 
 

図１ 製作した誘電ナノデバイスの模式図。誘電体、電極用材料として図中の2次元構造を持った

Ca2Nb3O10-, Ru0.95O2
0.2-ナノシートを使用。これらのナノシートは写真のように水中に単分散したコ

ロイド溶液として得られる。 
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図２ 石英ガラス基板上に製作した誘電デバイス。 

a: 外観の写真 極薄であるため透明。 

b: デバイス表面に上部電極として設置したRu0.95O2
0.2-ナノシート膜（円形；50 mφ）のドットパ

ターン（SEM像）。250 µm間隔の正方格子状パターンとして配置。 

c: Ru0.95O2
0.2-ナノシート膜の拡大像（AFM像）。本サンプルは5層膜のデータであり、本ナノシー

トの厚みが約1.1 nmであることと符合した6 nmの高さを示している。 

d: 断面TEM像。石英ガラス基板上にRu0.95O2
0.2-／Ca2Nb3O10-／Ru0.95O2

0.2-のサンドイッチ構造が

形成できていることが読み取れる。デバイス全体の厚みは27 nmである。 

e: 組成分析データ。電子線エネルギー損失分光法（EELS）で組成分布を測定した結果。このデー

タからもRu0.95O2
0.2-／Ca2Nb3O10-／Ru0.95O2

0.2-のサンドイッチ構造の形成が裏付けられる。 

 

 

 
 

図３ 誘電特性（a）とリーク電流特性（b）。103Hz以上の広い周波数領域でほぼ一定の27.5 F cm-2

の静電容量、5%以下の良好な損失特性を示す。リーク電流密度も1V印加で4×10-6 A cm-2程度と

良好な絶縁性を示す。 

 

波及効果と今後の展開 

本成果はナノシートをベースに画期的な性能を発揮する誘電ナノデバイスの開発に成功したもの

であり、現行のMLCCの限界を打ち破り、大幅な小型化、軽薄化、性能向上など技術革新につなが

る可能性を秘めた新しいパラダイムの提案ともいえる。今後は今回製作した MIM 構造の多層化が

主要な課題となってくるが、本技術はナノシートの製造およびその集積による素子構築をすべて室

温溶液プロセスで行うことができることから、工業的製造の観点からも大きな利点を持つと考えら
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れる。 

 

掲載論文 

題目：All-Nanosheet Ultrathin Capacitors Assembled Layer-by-Layer via Solution-Based 

Processes 

著者：Chengxiang Wang, Minoru Osada, Yasuo Ebina, Bao-Wen Li, Kosho Akatsuka, Katsutoshi 

Fukuda, Wataru Sugimoto, Renzhi Ma, and Takayoshi Sasaki 

雑誌：ACS Nano (2014) （巻・号・ページは現時点では未定） 

 

 

問い合わせ先： 

＜研究内容に関すること＞ 

独立行政法人物質・材料研究機構 

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 

 佐々木 高義（ささき たかよし） 

 TEL: 029-860-4313（ダイヤルイン）、FAX: 029-860-4950 

E-mail: sasaki.takayoshi@nims.go.jp 

 

独立行政法人物質・材料研究機構 

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 

 長田 実（おさだ みのる） 

 TEL: 029-860-4352（ダイヤルイン）、FAX: 029-860-4950 

E-mail:osada.minoru@nims.go.jp 

 

＜報道に関すること＞ 

独立行政法人物質・材料研究機構 企画部門 広報室  

〒305-0047 茨城県つくば市千現１-２-１  

TEL: 029-859-2026、FAX: 029-859-2017  

 

mailto:sasaki.takayoshi@nims.go.jp
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【用語説明】 

           

１）無機ナノシート 

 層状化合物をソフト化学的な処理により、結晶構造の基本最小単位である層１枚にまで剥離する

ことにより得られる、厚さが分子レベルの２次元物質。酸化物、硫化物、水酸化物など多様な物質

系で合成でき、セラミックス材料版のグラフェンともいえる。 

 

２）コンデンサ 

 誘電体によって分離された２枚の電極もしくは電極板によって構成され、静電容量（キャパシタ

ンス）により電荷（電気エネルギー）を蓄えたり、放出したりする受動素子。 

 

３）静電容量 

コンデンサーのように誘電体を平行電極で挟んだ構造を持つ素子に電圧Vを印加した際に蓄えられ

る電荷の量Qの間の比例係数であり、どのくらい蓄電できるかを示す尺度である。 

Q = CV 

また先述のように誘電体の比誘電率r、電極面積S、誘電体の厚みdと 

C = 0r(S/d)  （0は真空の誘電率） 

の関係が成立する。 

 

４）グラフェン 

 炭素原子が六角網目状につながったシート状物質。GeimとNovoselovによりグラファイト結晶か

ら薄片を剥がしとる操作を繰り返すことにより単離され、高速電子伝導などすばらしい機能性や新し

い物理現象を示すことが報告されて、一大研究フィーバーを巻き起こした。2010年のノーベル物理

学賞を受賞。 

 

５）交互吸着法 

 反対電荷を持つ物質をそれぞれの溶液中に基板を交互に浸漬することによりレイヤーバイレイヤ

ー堆積し、多層膜を構築する方法。本研究では堆積対象であるRu0.95O2
0.2-ナノシートが負電荷を帯び

ているため、正電荷を持った高分子電解質の一種であるpoly(diallyldimethylammonium chroride) 

という市販の試薬の水溶液と組み合わせて、積層を行った。基本的にビーカーとピンセットを用いた

簡便なプロセスで、ナノレベルで制御された薄膜を構築できる優れた手法である。 

 

６）ラングミュア・ブロジェット（LB）法 

 酸化物ナノシートのコロイド溶液をトラフ上に展開すると、通常のラングミュア・ブロジェット法

で両親媒性分子が気液界面に展開するように、ナノシートが気液界面に浮遊してくる。この表面を圧

縮することで、有機分子のLB膜を得るのと同じ要領で、ナノシートの単層膜を形成することができ

る。この気液界面で基板(ガラス基板など)を垂直に引き上げると、基板表面にナノシート単層膜が転

写され、非常に高品質の単層膜を得ることが可能である。 


