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１．はじめに 

 

 本稿は，「研究トピックスの紹介」として掲載されてはいるものの，従来の「研究トピックスの

紹介」とは似ても似つかないことを，先ず断わっておく．ことの発端は，2010 年 12 月に開催さ

れた WINPTech2010 の Workshop introduction の後半部分で，私が「塵」についてお話したこ

とにある．つたない英語で話をしたのだが，出席されていた外国人研究者が大いに興味を持たれ

たことと，日本人の参加者にも珍しい話であったとみえ，後ほど数人から面白かったとのコメン

トを頂いた．そのようなこともあって，あの時の話で良いから原稿を書くようにとの依頼を受け

た．あまり考えずに引き受けてしまったが，話は一回限りで消えてしまうのに対して，文章は後

まで残り，書くというのは大変難しい作業であることに今更ながら気付き，安易に引き受けてし

まったことを後悔している．しかし，後悔先に立たず，しかも原稿の提出期限が過ぎてしまって

いるので，駄文になるのを恐れず書くことにした．従来の「研究トピックスの紹介」とはひと味

もふた味も違うので，リラックスして読んでいただければ，誠に幸いである． 

 

２．Nano＝ナノ＝「塵」 

２．１ ナノって何ナノ？ 

 今さら私がここで紹介しなくても良いとは思うが，とにかく導入部として，ナノとは何かを先

ず説明しておく．英語では「nano」と書かれるが，少し調べてみると，語源はラテン語の「nanus」
で，「非常に小さい人」を意味すると出てくる．ちなみに，三宮の駅を少し南に行った所に，「nano」
という名前がついたイタリアンのレストランがある．そこでピザを焼いているイタリア人に聞い

たところ，イタリア語でも nano は小人を意味するとの返事が返ってきた．ただ，ここで問題に

する nano は，小人ではなく，Nanotechnology や Nanoscience の nano であり，その場合の nano
は，10 億分の１を意味する．別の言い方をすれば，「10－9」である．通常，この nano は単位の頭

に付く接頭語であり，長さの単位「m」につけば「nanometer」で「nm」と書かれる．1 ナノメ

ートル＝1 nm＝10 億分の 1 メートル＝10－9 m である．もちろん長さ以外の単位にも用いられ

るが，Nanotechnology や Nanoscience の nano は，「nm」に関係している．ナノナノして

きたが，Nanotechnology や Nanoscience は，通常ナノメートル程度の大きさを持つ物質系の

技術や科学を意味している． 

 このように説明すると，Nanotechnology とか Nanoscience はすごく小さい物質を扱う技術や

科学だと思われる．そうに違いないが，実はそうでもない．というのは，物質の世界では，極大

から極小まで様々な段階があって，いわゆる階層構造になっている．全ての物質は，原子から構

成されていることに間違いないが，原子をさらに分解すると，電子と原子核というもう一つ小さ

い階層の構成要素に分離される．さらに小さいサイズの階層では，原子核も陽子と中性子に分離

され，さらに小さい階層では素粒子が出てくる．原子１個の大きさは，ほぼ 0.1 nm であるので，

数ナノメートルの物質あるいは粒子は，原子が複数個集まってできている．いわば原子という米

粒でできたおにぎりのようなものである．従って，必ずしもごく小さいということはないのであ

る．それでは，何ゆえにこれほど近年，Nanotechnology や Nanoscience に興味がもたれるのか？

それは，ナノメートル程度の大きさを持つ物質系（原子のおにぎり）が，一つ階層が下がった原

子や分子，あるいは一つ階層が上がったミクロン程度の目に見える大きさを持つ物質系とは異な

った，物理的，化学的性質を示すからである．ナノ物質の特異な性質を明らかにすること自体が

非常に面白く，また学問的に重要である．さらに，ナノ物質の特性を応用することにより，様々

な新しい材料やデバイスを開発できることが，大いに期待される． 

２．２ ナノは日本語で何？ 

 私自身，ナノ物質に関連する研究に着手したのは，1976 年頃であり，当時はまだナノという

言葉は一般的ではなかった．むしろ微粒子とか超微粒子とかいった言い方をしていた．しかし，
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日本での超微粒子研究は，それ以前からも非常に盛んであり，最も有名なのは，久保効果を理論

的に予言した久保亮五先生 [1]，ガス蒸発法で様々な超微粒子を作製し結晶学的な研究を行った

上田良二先生 [2] である．これらの研究は既に 1960 年代の最初に行われている．私自身が，超

微微粒子の研究を始めたのは，日本の中では遅い方である．1991 年にカーボンナノチューブを

発見され，ナノ研究分野では大変有名な飯島澄男氏は，もともとは金属や半導体，炭素の超微粒

子を電子顕微鏡で調べる仕事をしておられた．その延長線上にカーボンナノチューブの発見があ

る．そのことからしても，日本のナノ研究の源流は，超微粒子の研究にあると言える． 
一方，外国に目を移すと，ノーベル賞学者の Richard P. Feynman が 1959 年 12 月に Caltech

で開催された米国物理学会年会で， “There’s plenty of room at the bottom.” と題する興味深い

講演  [3] を行った．彼は，講演の中でナノメートルサイズの物質系の重要性を指摘し，

Nanotechnology が将来新しい記録媒体の開発や，コンピューターの小型化等を実現するための

重要な技術になることを述べた．ただ，彼の講演ではまだ単位としての nm は使われておらず，

Å（オングストローム，1Å＝0.1 nm）が使われている．世界的に，ナノという言葉がにわかに

使われるようになったきっかけは， Bill Clinton が大統領就任中の 2001 年に，アメリカが

National Nanotechnology Initiative プログラム [4] を立ち上げたことにある．このプログラム

は，国家戦略として Nanotechnology を推し進めるというものである．その後，世界の各国がア

メリカに後れを取るまいと，Nanotechnology の推進に力を入れるようになった．日本でも，2006
年から始まった科学技術基本計画で「ナノテクノロジー・材料分野」が重点研究分野の一つとし

て取り上げられるようになり，現在に至っている．世界中で，ナノという言葉が頻繁に使われる

ようになったのは，まだ 10 年足らずである． 
 従来より，日本は外国発の科学技術を取り込んで，それを精密化，高度化し産業化することに

は長けているが，日本独自に新しい物を生み出す力は弱いというふうに言われている．しかし，

上述のように，日本のナノ研究は 1960 年代から始められており，世界を一歩リードしていると

言っても，過言ではない．そのような研究

に多少ともかかわっている私としては，や

はり日本独自の発想で，独自のナノ研究を

繰り広げたいと常々願っている．そのよう

な思いのなかで，ある日ふと「ナノは日本

語では何と言うのだろう？」との疑問が湧

いた．答えが直ぐに見つかったわけではな

いが，宇宙物理の入門書 [5]を読んでいると

きに，はたとその答えに出くわした．その

入門書は，自然界に階層性があることを説

明し，大きい数字から小さい数字まで表現

できる「十の何乗」という表現が，江戸時

代の和算の書である「塵劫記」に出ている

ことを紹介している．「塵劫記」は，1627
年に吉田光由によって執筆され，当時ベス

トセラーかつロングセラーになったらしい．

図１，２には，ネット上で公開されている画

像データーベース[6]からコピーしてきた

「塵劫記」の一部である．図１が「大数の名」

であり，我々が良く知っている，一，十，百，

千，万，億，兆，京，から始まり，最後は無

量大数となっている．途中は省略するが，な

んと「無量大数＝1088」である！ 図２の，

右側が「少数の名」であるが，「微」＝10－6，

「繊」＝10－7，「沙」＝10－8，「塵」＝10－9，

「埃」＝10－10 を表している．結局，ナノは

「塵」であるとの結論になる． 
 

図 1 「塵劫記」のなかの「大数の名」[6] 

 

図 2 「塵劫記」のなかの「小数の名」[6] 
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３．「塵」と「華厳の世界」 

３．１ 「塵」と「華厳経」 

 日本語で，「塵」は「じん」であり「ちり」であるが，とくに「塵芥（ちりあくた）」となると

あまり良い意味には使われない．ゴミあるいは取るに足らないものといった意味になる．私自身，

超微粒子の光学的性質の研究に着手した頃には，固体物理の世界でもまだまだ目に見える大きさ

の，例えば半導体結晶の物理的性質に関する研究，が主流であり，超微粒子なんか吹けば飛ぶよ

うな物の研究をしてどうなる，といった見方が多かった．私自身そのような批判的な見方をあま

り気にせずに，目の前にある研究課題と取り組んでいたが，ある日これも全くの偶然であるが，

「塵」の世界は凄いと思わせてくれる，「華厳経」と出会った．といっても，「華厳経」の入門書

に出会っただけであるが，応用物理学会に出席するため東京に宿泊していた折に，何気なく入っ

た書店で，何気なく手に取った本が，「華厳経をよむ」[7]であった．華厳の世界は実に壮大な世

界であり，私自身そのほんの一部をかじっただけなのであるが，入門書の最初の方に出てくる華

厳経の一節に，まいってしまった．その一節とは，「一塵の内に於いて，微細の国土の一切の塵に

等しきもの，悉く中に住す（一つの微粒子の中に，一切の微粒子に等しい数の小さな国土がすべ

て入っている）」である．これを読んですぐに，華厳経は「ナノ（塵）のお経」だとかってに決め

つけ，それ以後私の研究を支える一節として現在にまで至っている．少し勉強すると，華厳経の

根本的な考え方が「一即多，多即一」であることも分かり [8]，「塵」の中に全てが入っていると

すれば，「塵芥」どころではなく，宇宙にも通じているわけで，「ナノ」の研究をするうえで大い

に勇気づけられる． 

３．２ 「毘盧遮那佛（びるしゃなぶつ）」は，ナノの仏，光の仏， 

 「毘盧遮那佛（びるしゃなぶつ）」と書くと，なにやら古くさい仏教の話が始まるのかと思われ

るかもしれない．しかし，日本人なら誰もが，「毘盧遮那佛（びるしゃなぶつ）」を知っている筈

である．というのも，最も有名な「毘盧遮那佛」は東大寺の「奈良の大仏さん」である．大仏さ

んの大きさに圧倒され，また大仏殿が 741 年の大昔に聖武天皇によって建てられた世界最大の木

造建築であることを知ると誰しも驚嘆する．しかし，もともと東大寺は仏教の中でも「華厳宗」

の総本山であり，「華厳の世界」のシンボルとして大仏さんが存在することは，ほとんど認識され

ていないと思う． 

 また，前述の入門書[7]によれば，「毘盧遮那（びるしゃな）」という言葉は，古代インド語であ

るサンスクリット語の「Vairocana（ヴァイローチャナ）の音を写したものである．しかも，

Vairocana は，光を放つという意味を持っている．したがって，大仏様は「光の仏」ということ

にもなり，「光明遍照（こうみょうへんじょう）」（すべてを照らし出す光の仏）とも呼ばれる．こ

の辺を総合すると，結局，「毘盧遮那佛（びるしゃなぶつ）」は，「ナノの仏」でありかつ「光の仏」

であるということになる．さらに付け加えれば，「毘盧遮那佛（びるしゃなぶつ）」は

「Nanophotonics の仏」である． 

 このようなことになってくると，ナノ物質のしかも光学的性質を勉強し，研究している私にと

って，「毘盧遮那佛」は守り本尊以外の何物でもなくなってくる．残念ながら，あまりチャンスが

巡ってこないが，機会あるごとに「毘盧遮那佛」にお参りし，新しいインスピレーションを得た

いものだと願っている．ちなみに，「毘盧遮那佛」は東大寺の大仏様だけではなく，同じ奈良の唐

招提寺にもおられる． 

 

４．おわりに 

 以上，「ナノ＝塵」であること，「塵」は「華厳経」のエッセンスであり，「華厳経」を具現化し

たものが「毘盧遮那佛」であること，「毘盧遮那佛」は「光の仏」でもあること，を述べてきた．

この先どのような発想をされるかは，全く読者の自由である．お恥ずかしい限りであるが，私自

身の発想の一つだけを紹介して，筆を置きたい．最近は，目も衰え，大分遠ざかっているが，若

い時には超微粒子を電子顕微鏡で観察するということが非常に多かった．ひどい時には，朝から

晩まで電子顕微鏡室に閉じこもりきりという時があった．そのような時に観察していたナノ粒子

の一例が，図３のカーボンオニオンである．この粒子は，もともと 5 nm 程度の大きさのナノダ

イアモンド結晶を，真空中で 2000K の高温で加熱するとできる．いわゆるグラファイト層を球状

に丸めた球殻を何層も重ねた構造をしている．玉ねぎの層状構造に似ているところから，カーボ
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ンオニオンと言われる．このような電子顕微鏡写真は一例に過ぎないが，似たような像を撮り続

けていると，しまいには世の中のコロコロしたものが，すべて超微粒子，ナノ粒子に見えてくる

のが不思議である．長時間観察した後に，電子顕微鏡室から外に出て，木々の葉を見ると，みな

超微粒子に見えることが良くあった．図４に示したように，奈良の大仏様の頭には，パーマを掛

けたような突起がいくつもある．これは，毛髪がくるくる巻いたものに違いないが，私にはさな

がらカーボンオニオンに見えてしまう．現在の研究は，カーボンオニオンからは別のものに移っ

ているが，次の機会に大仏様を拝むとき，一体どのように私の目に移るのか，大変楽しみである．

そこで，またナノ研究の新しいインスピレーションを得られればと，考えている． 
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図 3 カーボンオニオンの 
電子顕微鏡像 

 
図 4 大仏様とカーボンオニオン 


