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【産業技術】  ナノテク   

エネルギーのためのナノサイエンス探求(2/2)（米国） 
 

－ 国家ナノテクノロジーイニシアティブ・グランドチャレンジ  
・ ワークショップ報告書（第 2 版、2005 年 6 月発行）概要 － 

はじめに 

国家ナノテクノロジーイニシアティブ・グランドチャレンジワークショップ報告書は、

ナノサイエンスが重要なインパクトを持つと予想されるエネルギー関連科学技術の 9 テ

ーマの研究目標を識別し、これらの研究目標の達成に不可欠と認識される 6 項目の基本的

分野横断ナノサイエンス研究テーマに関して、その展望、最先端重要技術の挑戦、必要な

インフラストラクチャーおよび各々の研究テーマの研究予測と共に、個々のテーマに取り

組む戦略を報告している。 
 
この報告書概要では、前回、ワークショップに関する説明と参加者が識別したエネルギー関連

科学技術の9件の研究目標テーマ名を示し、6つの基本的分野横断ナノサイエンス研究テーマの

概要を記述した。今回は、エネルギー関連科学技術の研究目標9テーマの概要を報告する。基本

的分野横断ナノサイエンス研究テーマの概要は、今後、順次個別記事でお送りする予定である。 

 

ナノサイエンス・エネルギー関連科学技術テーマ 

エネルギーは、生活の質ならびに経済のすべての側面に影響を与える。実際に我々が直面する挑戦

は、関係と要因の複雑な景観と共にグローバルである。これらの挑戦は、技術開発の決定的な重要性

ならびに米国の指導的役割を強調する。 
 
将来のエネルギーを保証するための基礎研究の重要性に関するエネルギー省のこの

ワークショップにおける主要な結果は、ナノサイエンスが最も大きな影響を持つと予想される

エネルギー関連科学技術の以下に示す 9 テーマの研究目標の識別であった。 
 
1. 水素生産に向けた拡張可能な太陽光による水の分解方法 
2. クリーンでエネルギー効率が良い生産のための非常に選択性の高い触媒 
3. 20%の出力効率で現在より 100 分の 1 以下の低価格での太陽エネルギーの収穫 
4. 現在の 50%の電力消費量の固体素子照明 
5. 自動車、航空機等の効率を向上させる非常に強靱で軽量な材料 
6. 大気の温度で作動する可逆的な水素貯蔵材料 
7. 1 ギガワットの送電が可能な電力伝送路 
8. 廉価な燃料電池、バッテリー、熱電気、および、ナノ構造化材料から構築された超キャパシタ 
9. 生物の効率的・選択的なメカニズムに基づく材料合成およびエネルギー収穫 
である、以下に各テーマの概要を示す。 
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1. 太陽光による水素の生産 

世界が直面するエネルギーの挑戦は、環境向上の関心事と結び付ついて、クリーンエ

ネルギー源を提供するための科学技術を要求する。ブッシュ大統領による政府の水素燃

料イニシアチブは、2003 年の一般教書演説で明らかにされ大きな一歩が踏み出された。

想定される未来の水素社会を達成するために、水素のクリーンな生産のための方法を開

発することが重要である。有望な手段は、水をその構成分子である酸素および水素へ分

解するために太陽エネルギーを利用することである。水素を生産するために紫外線で二

酸化チタンのような半導体触媒を照射することにより、成功裡に水を分解できることが

実証された。これを使用可能な技術に開発させるには、大きな科学的挑戦が残っている。

このプロセスに必要な光の波長を、太陽光の 2%の紫外線から、より豊富な可視の太陽

光領域へ移さなければならない。この方向では、ナノスケール添加物の追加だけでなく、

触媒粒子の寸法をナノメーター領域へ調整することに基づいた有望な成果が発見され

ている。この研究結果は、2 酸化チタンへ炭素の追加が変換効率を約 8%に増加させるこ

とを示し、エネルギー省の商業ベース触媒の 10%目標に接近している。 
 

2. 高選択性触媒 

高い選択性の触媒を得ることは、今後数 10 年間、非常に重要な問題であると認識さ

れている。自然はナノメーター規模の酵素触媒で 100%の選択性を得ているが、合成シ

ステムでそのような選択性は困難な目標のままである。ナノ粒子やナノ構造化材料は、

触媒の機能を制御する新しい手段を提供する。ナノスケール触媒粒子の幾何学的・電

子的構造は、酵素の振る舞いに類似して、選択性に大きな役割を果たす。したがって、

高度に制御された粒径分布が望ましいことになる。研究の重点目標は、ナノ鋳型酸化

物表面に要求の寸法、形ならびに構造体の金属ナノクラスタを合成する新しい方法を

開発することである。ナノ粒子形成および配置を調整するテンプレートとして表面の

制御刻面が使用できる。そのようなテンプレートなしでも、担体ナノ粒子は高い触媒

作用を示す。2 酸化チタン上の金のナノ粒子触媒は、今日の自動車触媒コンバーター

で使用される商用触媒より、酸性雨やスモッグの主要な源の二酸化硫黄の分解に関し

て 10 倍以上も有効である。黒鉛上のルテニウム・ナノ粒子は、世界のエネルギー生産

の 1%を酷使している工業界最大のエネルギー消費プロセスである、アンモニア合成に

おいて現在の商用触媒より性能が優れている。(アンモニアは、米国商品化学薬品リス

トトップ 50 の第 5 位である) 
 

3. ナノ構造化太陽電池：達成目標と可能性 

すべての太陽電池の中心に、2 つの独立した材料層がある。電池の陰極として機能

する電子貯蔵所の一つと、陽極として機能する電子ホールと呼ばれる電子の空白なと

ころが他方にある。電池が太陽あるいは別の光源からの光を吸収すると、陰極から陽

極へ電子を駆動するエネルギーをもたらし、その間に電位差を作り出して、それによ
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り電池が電気エネルギーの源として役立つことを可能にする。従来の電池による光エ

ネルギーの電気エネルギーへの低変換効率とコストは、太陽電池が化石燃料や原子力

から生成された電気エネルギーと競争することを妨げている。エネルギー供給に重要

な影響を及ぼすナノ構造化光起電力デバイスの電池とモジュールの効率は、従来の結

晶シリコン太陽光発電の計画コストより、さらに低い電力あたりコストを持っていな

ければならない。ナノテクノロジーは、大きなコスト削減を持った太陽電池を生産す

るかなりの可能性を持っているが、$1/ワットのコスト目標を達成するためには、

14-15%を越える電池効率ならびにコストが$100/m2 以下にならなければならない。モ

ジュールおよびシステムの収支コストが、光起電力システムの全体の費用の主要成分

であるので、効率が 10-12%未満の電池は、非常に低価格でもこれらの達成目標を実現

できない。ナノ構造化光起電力デバイスは、さらに毎日の太陽の最大放射時の 80-100℃
の温度環境下で、15-30 年間の戸外運転に耐えることができなければならない。量子

ドットのようなナノ構造デバイスは、太陽スペクトルの広範囲の波長(色)から光を集め

ることを可能にする。さらに、これらのデバイスは、広いスペクトルを吸収するヘテ

ロ構造吸収層を持っているので、1 つの光子当たり 1 つ以上の電子－正孔ペアを集め

る。また、この構造化は、荷電粒子またはエキシトンを蓄積するために低品質材料の

効率を高める。これら全ては、太陽光発電のコストおよび性能をブレークスルーする

可能性を持っている。この壮大な挑戦のレベルの効率を持った太陽光発電は明らかに

経済競争力を高める。 
 

4. 固体素子照明 

現在、電力利用は米国のエネルギー消費合計のおよそ 3 分の 1 を占めている。消費

された全電力の約 20%が照明に向けられている。しかしながら、今日の照明は著しく

非効率である。白熱光は、15 ルーメン/ワットの発光効率を持っている。一方、蛍光灯

は 80 ルーメン/ワットである。これは、電気エネルギーから可視光線へ各々わずかお

よそ 5%と 25%しか変換していないことに相当する。それに比べれば、建物暖房は大

体 70%の効率であり、また、電気モータは 85-95%の効率がある。したがって、照明

はエネルギー効率向上の大きな目標となる。照明に必要な電気量の半分の削減は、１

年に 4 x10＾11 キロワット時のエネルギーの節約になり、大体 50 個の原子炉の年間エ

ネルギー生産と等価となる。一般照明への半導体基盤発光ダイオード(LED)の利用は

急速に展開している技術であり、20 年間で国や世界に莫大な省エネルギーの可能性を

提示している。カラー照明については、発光ダイオードは、米国の交通信号機の 3 分

の 1 以上で既に交換され、1 ヶ所の交差点当たり 1 年間に 1000 ドルを節約している。

しかしながら、その潜在能力に到達するためには、固体素子照明のために多くの科学

技術障壁が克服されなければならない。現在の目標は、この新技術を潜在的な影響が

莫大である一般の白色照明応用にもたらすことである。白色光を出力するためには、3
つ以上の異なる色の LED から構成された光源によるか、あるいは紫外線で異なる色を

放射する蛍光体を照射することによる。後のアプローチは、非常に経済的で、特に高
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効率であることが、蛍光体として半導体ナノ結晶(量子ドット：QD)を使用して実証さ

れた。このデバイスが商業化されるには、その高い効率を保持した状態で、照明 LED
のドームに量子ドットを組み入れる可能性の改良が必要である。 

 
5. 超高強度で軽量のナノ相材料 

バルク材に組み入れられたナノスケール相は、超軽量であると同様に、強化磁気、

機械強度および高温許容度のような注目すべき特性を示す。これは、ナノ粒子寸法を

持ち、またマクロスケールで強化された、あるいは新しい特性を示すバルク材の新し

いクラスを開発する機会を開く。応用には、高強度の構造部品、モータや変圧器の磁

石、フィルターやワイヤーを含み、ナノスケールがもたらす利点の多くの例を提供す

る。例えば、Fe65Co35(鉄とコバルト)と Sm2Fe17Nd3(サマリウム、鉄およびネオジ

ウム)の混合で作られたナノ合成磁石は、今日使われている最良の商用磁石より 200%
強いと計算は予測している。小さな強い磁石は軽量部品として必要であるので、これ

らの材料を適用したモータや変圧器は、性能を向上させ、省エネルギーに結びつく。

米国で、従来の配電変圧器を先端ナノ構造磁性材料に交換することで、毎年およそ 35
億ドル節約でき、また CO2 放射を 3500 万トン減少させる。強化機能の別の例には、

鉄(Fe)12%、クロミウム(Cr)3%、タングステン(W)0.4%、チタン(Ti)0.4%、および 0.25%
イットリウム(Y2O3(12YWT))のフェライト合金である機械合金・酸化物・分散強化

(MA/ODS：mechanically alloyed, oxide, dispersion strengthened)がある。この新し

い構造材料は、鋼より大きな強度を持ち、130℃の高温で使用できる。これらの材料を

実現させるためには、重大な科学的障壁を克服しなければならない。 

 
これらの材料のナノスケール粒を制御するために、高度な合成および処理技術を開

発しなければならない。潜在的な効果は、厳しい環境(例えば高温や放射線)での長寿命

材料、先端的エネルギー貯蔵(バッテリーと燃料電池)、磁石用機能材料(バルク磁石の

使用は交通輸送の小モータや発電機の大きなモータにおいて浸透)のクラスにあり、ま

た再生可能エネルギーの多数の新素材の挑戦にある。 
 

6. 水素貯蔵ナノ材料 

グローバルなエネルギー消費が、生活水準の上昇および世界的な人口の増加に加速

されて、次の数 10 年間に劇的に増加すると予想される。より多くのエネルギーの要求

は、エネルギー発生能力の莫大な成長、より安全で多様化したエネルギー源、そして

温室効果ガス排出を抑えるための成功する戦略を必要とする。様々な代替エネルギー

戦略の中で、多様な最終用途に多くのエネルギー源を接続する 1 次エネルギー担体と

して、水素を使用するエネルギーインフラストラクチャーの構築がある。水素経済の

実現に対する大きな挑戦は、水素の効率的で安全な貯蔵材料の開発にある。水素貯蔵

用に探究されている材料は、詰め込みのための高圧力および水素放出のための高温度
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を要求する。ナノ構造化材料は、この両方の特性を向上させる可能性がある。最良の

材料は、水素を貯蔵材料に非常に弱く結合させて低貯蔵容量となる結果と、非常に強

く結合させて水素放出に高温が必要になる結果との間の最適の妥協を達成することで

ある。2 つの候補材料は、水素の中間結合を持つ複合金属水素化物と、カーボンナノ

チューブのようなナノ構造化炭素基盤材料がある。ナノスケール・チタン(Ti)添加構造

剤は、複合金属水素化物ナトリウムアラネイト(NaAlH4)の水素貯蔵力および放出の反

応速度を高め、またカーボンナノチューブの貯蔵容量を増加させるための、これらの

システムの両方において不可欠である。このナノスケールの振る舞いの理解と制御は、

水素経済のための水素貯蔵材料の開発に重要である。 
 

7. 電力送電線材料用ナノチューブ 

電力需要の増加と共に、電力インフラストラクチャーの負担は増加する。このこと

は 2003 年の米国北東部の停電で劇的に実証された。インフラストラクチャーの改良は

認識されている優先事項である。重要な挑戦は、銅より軽量で低エネルギー損失の新

しい送電線材料を開発することである。個々のカーボンナノチューブ(CNT)ファイバ

ーは、電気伝導率が銅より良いか同等で、重量は 6 分の 1 で、渦電流損失は無視でき

る。この高い電気伝導度は、1 つの方向に量子波ガイドの役割をする個々のチューブ

を通る電子の非常に効率的な伝搬と、電流がファイバーを通過していく時にチューブ

からチューブへ電子の効率的な共鳴量子トンネリングに由来している。1 つの単層カ

ーボンナノチューブは 20 マイクロアンペアの電流を運ぶことができることが実証さ

れている。ファイバーの長さに沿ってナノチューブからナノチューブへの電導効率を

5%としまたカーボンナノチューブの充填密度を 1 平方センチメートル当たり 10＾14
と仮定すると、カーボンナノチューブファイバー束は、1 平方センチメートル当たり 1
億アンペアの電流を運ぶことができる。これは、最良の極低温超電導体の電流許容値

の 100 倍である。電力送電線の損失は現在の技術で約 7%程度ある。これらの損失を

6%に減少させると、全国で毎年 4 x 10＾10 キロワット時の省エネルギーとなる。毎年、

およそ 2400 万バレルの油に等価なエネルギーが節約される。現在の単層ナノチューブ

の生産は、典型的な長さが 100 マイクロメートル未満であり、また電気電導特性が大

きく変化するファイバーとなっている。これらの制約は以下の技術的挑戦を提起する、

制御した電導特性を持ったナノチューブをどのようにして一貫生産できるか。カーボ

ンナノチューブを、予定の電子特性を持つロープやファイバーへコスト効率良く製造

する方法は。どのようにしてチューブとチューブの結合部間の輸送をほとんど 100%
にできるか、である。 

 
8. エネルギー変換・貯蔵用ナノ粒子とナノ構造様式 

ナノ構造化材料は、高度電力貯蔵・変換の開発のために多くの素晴らしい機会を提

示する。ルテニウムプラチナ(Ru-Pt)のナノ粒子で作られた燃料電池用触媒は、いくつ

かの重要な点で従来の触媒より性能が優れている。この触媒は、従来の燃料電池用触

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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媒より 50 倍長く動作し、一酸化炭素の毒にはるかに強い。更に、このナノ触媒の構造

様式は、ルテニウム・ナノ粒子上のすべての活性なプラチナ原子を顕在化させるので、

大量の高コストなプラチナの必要性を解消し、その結果、コストを大幅に低下させ、

低プラチナ装荷の DOE 目標をすべて上回る。電力貯蔵(バッテリー、燃料電池、電気

二重層キャパシター、太陽光発電)のために超 3 次元組み立てを使用するナノ構造様式

は、電力損失を最小化し、充放電速度向上、エネルギー密度増強のために既存の技術

に対して多くの利点を備えている。これらの構造様式の電極は、相互に連結した 10nm
の領域とメゾポーラス(10-50nm)から成っている。ナノ構造様式電極上に、極薄で等角

のピンホールフリーのセパレーター/電解質が電着される。低融点金属(mp<200℃)ある

いはコロイドが、残ったメゾポーラス容積を満たす。電極の形態論的制御は充放電速

度を大きく向上させ、またエネルギー貯蔵量および電力密度を増加させる。ナノ構造

化電極による新しいリチウム電池は、従来のリチウム電池より 10 倍以上大きな 2500
ワット/キログラム以上の電力密度を実証した。 

 
9. ナノサイエンスは生命を模倣する 

最も簡単な生物システムのバクテリアやウィルスは、マイクロメートル規模の構造

である。それらの内部の分子機械は、注目すべきレベルの特異性と構造制御を示すナ

ノメーター規模の構造であり、また人間の技術に類を見ない機能部品のシームレスな

統合を示している。さらに、生物システムは、新素材を合成するに際し、我々をガイ

ドできる機能的なメカニズムの例を提供する。これらの自然な生物励起システムは、

太陽エネルギーの化学エネルギーへの変換、選択的触媒作用、材料組立ておよびバイ

オレメディエーションのような注目すべき機能を実行する。生物学プロセスと機能の

固い/無機部品への結合は、電気あるいは水素のような燃料を生産するために太陽エネ

ルギーを利用するに際して、また環境への低い影響を持つ化学プロセスの開発に際し

て、驚くべき可能性へと導く。2 つの例を以下に示す。1 つは、太陽エネルギー収穫・

変換のための新しいデバイスで、固体素子材料とタンパク質を結び付けることにより

組み立てることができる。もう 1 つのものは、自然を模倣して、光エネルギーを電気

化学ポテンシャルに変換するために合成されたナノスケール人工反応センターである。

生物システムからの反応と制御の達成は、生物システムを模倣した自然にない部品設

計および自然部品との選択的な組み合わせによってアプローチされる。この挑戦は、

自然が意図したところを越えた目的に、これらの部品を適応し使用することにある。

生物励起ナノシステムのエネルギー応用は、ソフトエネルギーを収穫する形で起きる

であろう。これらは、ナノスケールデバイス、選択的触媒あるいは材料合成にエネル

ギーを供給するために結合できる。 
以上 

(出典：  Nanoscience Research for Energy Needs, Report of the March 2004 National  
Nanotechnology Initiative Grand Challeng Workshop, 2nd Edition, June 2005 
http://www.nano.gov/nni_energy_rpt.pdf ） 


