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【産業技術】  ナノテク  

エネルギー担体を操作するための界面の利用（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 
「エネルギーのためのナノサイエンス探求」報告書、分野横断的テーマ その 2－ 

 
1．はじめに 

界面(インターフェイス)での設計ナノ構造の利用は、効率的なエネルギー取り扱い、

低電力エレクトロニクス、エネルギー収穫や照明などでの効率的な電力利用などの進展

に基づいたエネルギー安全保障の改善において、説得力のある可能性を示している。こ

れらの進展を妨げる最も重要な研究上の問題は、電子、フォノン、光子、励起子など、

多くの形式のエネルギー輸送を最適化するためにナノスケールで調整された界面を作

ることである。各々のエネルギー形式の輸送と関係する問題については以下で個別に議

論されるが、界面の対応を調整する分野横断的な研究挑戦は、4 つのケース、電子伝達、

熱電気エネルギー変換、ナノ構造化太陽光電池、照明のすべてにおいて明白である。 
 
2．電子伝達 

電子伝達の問題は、遍在している重要な古い問題である。導電線を伝わる電気伝達と電

気器具や情報処理における電気の使用の両方とも、エネルギー損失を伴い、結果として望

まれない熱を作り出すことにエネルギーが浪費される。ナノサイエンスの最もエキサイテ

ィングな成功の 1 つは、損失のない電子伝導の実証あるいは伝導の量子化である。カーボ

ンナノチューブの斬新な特性によって大幅にエネルギー輸送効率を増加させる可能性が

示されている。この例はまた、ナノスケール界面、この場合ナノチューブ－ナノチューブ

界面を横切る制御された電子伝達を開発するナノサイエンスの継続的な挑戦を提起する。 
 
物質の界面を横切る電子伝達は、界面の各々の側の量子力学的に定義された電子エネ

ルギーおよび界面の両側の間のあらゆる化学反応およびエネルギー障壁によって決定

される。障壁を横切る電子伝達の性質は、エレクトロニクスの古典的問題で、一般に平

坦な 2 次元界面の状況で広く評価されている。ナノサイエンスで生じる新しい問題は、

(a)これまでとは異なる材料の広範囲なスペクトル探求および利用である。それは、可能

な界面化学/電子構造の多次元パラメータ空間を導入する。そして、(b)ナノ粒子および

ナノデバイスに関する界面の 3 次元ナノスケール構造に起因する複雑な電場である。 
 

ナノスケール界面を作り上げる際に生じる、あらゆる種類の化学的性質、原子構造お

よび 3 次元構造の探究は、組み合わせられた大きなパラメータ空間を導入する。この報

告書の他の章で議論されるナノサイエンスの重要な問題は、ここでも同様に必須である。 
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1. 研究の生産的なアリーナを予測するために理論とモデル化に基づいたインテリ

ジェントな実験計画 
2. 材料および化学的性質の選択の最適化および成長と組み立て技術の開発 
3. 構造や特性の関係を直接に築くことができる、その場評価 
 
材料の選択および合成/成長/組み立ての条件最適化は、ナノサイエンス試みの重要で

創造的な部分として引き続き残る。材料は薄膜または膜組織かもしれないし、リソグラ

フ技術、インプリント技術、テンプレート自己集合および(または)制御された反応によ

ってパターン化されるであろう。あるいは、材料は、静電気的に、化学結合を経て、あ

るいは核形成成長によって組み立てられるナノ粒子であるかもしれない。界面での構造

と化学的性質の制御により、材料の異なる組みあわせ間の界面が調整できるであろう。

ナノ材料システムの開発は、この場合界面輸送の目的とする特性の一定の評価に結び付

けられる。リソグラフ・アプローチおよび自己集合アプローチの両方を使用して、デバ

イス形態へナノ構造を作り上げることは、界面輸送の特性を評価するための強力な方法

である。ナノエレクトロニクスと同様に、熱電気、太陽光発電および照明における進歩

を可能にするために、これらの特性を理解しなければならない。輸送特性の直接評価は、

界面の構造および電磁気的特性の注意深い測定と結び付けなければならない。 
 
ナノスケール界面の電気的特性を直接評価するための最先端技術ツールは、しばしば

走査プローブ技術に基づくか、あるいは高度に集中させたプローブビーム(光、電子)に
基づいている。これらの技術は、欠陥のまわりの電子の流れを測定する磁気力顕微鏡お

よび走査ホールプローブ、および電場と誘電率を測定するための走査型電気力顕微鏡の

変形と走査型マイクロ波顕微鏡の使用を含んでいる。究極的なスピン共鳴検知に依存す

る技術の使用は、個々のスピンレベルまでナノ電子的な性能を検知する可能性を持って

いる。この分野における最先端技術の実験的研究は、ナノ構造やナノデバイスの局所原

子構造、局所電気的特性および機能特性間の直接的な関係を実証し始めている。 
 
強力な場や電流フローの影響下での、材料の構造および性質の理論的な研究も、ま

た探索の段階にある。ナノスケール構造と荷電粒子の直接衝突そして強力な局所電場

による電子構造の摂動の両者は、ナノスケール界面でのエネルギー輸送がどのように

生じるかにとって重要な意味合いを持つ。最後に、ナノデバイスの中に存在する局所

的で強力な電場の下での構造の変化は、電界イオン顕微鏡から継続しており、さらに

最近では、STM 誘起構造形成における有名な物理的現象であった。ナノ材料性能のこ

の影響の問題(またその潜在的有用性)は、理論的および実験的アプローチの両方を使用

して評価しなければならない。 
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送電用ナノチューブワイヤー 

カーボンナノチューブ(CNT)は、重量が 6 分の 1 で渦電流損失が無視でき、銅の電気伝

導率を持っている。さらに、機械的強さは他の電気的な導体より 10 倍も大きい。CNT を

使用した電力ケーブル(超電導体あるいは量子導体)は、送電グリッドを架け直し、大陸間

の世界的規模で電気エネルギーの輸送を可能にするであろう。さらに、電動機や発電機巻

線のアルミニウム線や銅線を交換することができる。しかしながら、多くの科学的挑戦を

克服しなければならない。例えば、どのようにして、CNT は希望の電子特性を有してロ

ープやファイバーへコスト効率良く製造できるか、どのようにしたら、ナノチューブとナ

ノチューブ間の接合の伝達をほとんど 100%にすることができるか、などがある。 
 

3．熱電気エネルギー変換 

熱電気材料は性能指数 ZT で評価される。ここで ZT=S2σT/k として定義され、S は

熱起電力あるいはゼーベック係数、σは電気伝導度、k は熱伝導度また T は絶対温度

である。50 年間の熱電気材料の研究は、バルク半導体の室温での ZT をわずかに 0.6
から 1.0 に増加させたに過ぎなかった。これは、カルノー限界の 10%以下であるデバ

イスの性能になる。カルノー限界の 30%に近い性能、すなわち巨視的なガスや蒸気に

基づいた類似性能に匹敵するためには、ZT>3 以上の材料を開発しなければならない。

問題は、S、σおよび k は相互依存して変化するという事実にあり最適化を非常に困難

にしている。バルク材の中で、S およびσに影響せずに、k を減少させるただ一つの方

法は、Bi2Te3 および Sb、Sn および Pb との合金のような、高い原子量の半導体を使用

することである。高い原子量は、材料の音速を下げ、そのために熱伝導率を減少させ

る。ZT を増加させるの制限は原理上はないが、ZT>3 の候補バルク材は視野には存在

していない。明らかに、これはエネルギーに対する重要な意味合いを持ち、材料科学

の壮大な挑戦の 1 つであった。 
 
しかしながら、過去 3 年にわたって、ZT の劇的な増加の報告があった。これらのす

べての場合に、材料はナノ構造化されていることが分かった。これは、ZT が増加する

と示されたので、量子効果が役割を果たしているかどうかの問題を明らかに提起した。

隠された科学は何か？ 半導体では、電子とホールは電荷を運ぶ、一方、格子振動や

フォノンは熱輸送を支配している。電子やホールとフォノンは、その輸送波長と平均

自由行程に関係する 2 つの長さの基準を持つ。輸送波長に類似サイズの半導体をナノ

構造化することによって、サイズに依存するエネルギー空間のその位置に、状態の電

子密度の鋭いエッジとピークを作る。フェルミエネルギーに関してピーク位置および

形を一致させることによって、熱起電力を調整できる。更に、そのような量子閉じこ

めはさらに電子の可動性を増加させる。それはσの高い値に結びつく。従って、量子

閉じこめは、バルク材の中では達成するのが難しい S2σの操作を可能とする。 
 
それは完全に可能である、しかしながら、ZT の増加は電子やホールの量子閉じこめ

にそれほど依存しないし、さらにフォノン力学や輸送にも依存しないかもしれない。
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例えば、半導体のサイズがフォノンの平均自由行程より小さく、電子やホールより大き

い場合、電気輸送に影響せずに、境界散乱によって熱伝導率を低下できる。熱電気の電

荷輸送はほとんど単色(フェルミエネルギーのまわりの数 kT 以内のエネルギー準位)で
あるが、フォノンによる熱輸送はブリュアン領域上で広帯域である。多くのバルク熱電

気材料は合金である。短波長の音響型フォノンの合金散乱は、S2σを著しく変更せずに、

熱伝導率を抑えるからである。しかしながら、中長波長のフォノンは影響されないまま

で、合金中の熱を導く。合金の限界に打ち勝つことができるか？ 半導体合金に埋め込

まれたナノ構造がサイズの類似性により、同様に中長波長のフォノンを散乱することが

あり、そのために、合金限界以下に熱伝導率を減少させることはありえる。しかしなが

ら、散乱の効率は、2 つの材料間の音響インピーダンスの不適合に依存する。 
 
これらの可能性をすべて仮定して、ZT を増加させるためにどの効果が最も容易に活

用できるかは不明瞭である。しかしながら、明らかなことは、もし ZT を 3 以上に増

加させなければならないならば、特に界面を横切る電荷と熱の輸送が、半導体ナノ構

造でどのように生じるかを理解することは絶対に必要であるということである。これ

らの最近の発見は、効率が従来のエンジンや冷却装置に匹敵する、ナノ構造化熱電気

材料およびデバイスを開発することが、最終的に可能であろうという見込みを研究者

にもたらした。しかしながら、多くの科学的、工学的な挑戦を克服しなければならな

い。全ブリュアン領域を横切ってフォノンを阻止している一方で、どのように選択的

に電子とホールを伝達する界面を設計するのか？ どのようにして、動作温度で長期

間安定性を持つバルク量のナノ構造化熱電気材料を製造できるか？ どのようにして、

関連した長さや時間スケールで電荷や熱の流れの基礎科学を理解するのに必要な理論

的・実験的ツールを開発できるのか？ これらの質問に対する答えは、将来、熱と電

気の間でエネルギーを直接変換する方法を劇的に変化させる可能性を持つ高機能熱電

気デバイスに結びつくかもしれない。 
 
固体素子熱電気エネルギー変換 

固体素子熱電気エンジンおよび冷却装置は可動部を含んでおらず、熱と電気の間のエネルギーを

直接変換できる。更に、従来の内燃機関や燃料電池と異なり、熱電気エンジンは燃料に依存しない、

つまり、エネルギー源として環境にやさしいどのような燃料も使用できる。そうであるので、なぜ

もっと広く我々の日常生活の中で熱電気エンジンや冷却装置が使用されていないのか。問題は効率

である。今日の熱電気デバイスは、従来のエンジンや冷却装置の効率の僅か 4 分の 1 である。50
年間の研究は、性能の僅かな改善に結びつけたが、高性能熱電気材料の探求を材料科学で最も大き

な挑戦のうちの 1 つにした。しかしながら、過去 3 年にわたって、性能の劇的な増加に結びついた

多数の材料が発見された。これらのすべての場合において、研究者は材料がナノ構造化されている

ことを発見した。その差は、電子が横切って流れることを選択的に可能にするが、格子振動または

フォノンによる熱の流れは阻止する界面の存在であった。ナノ構造化は、劇的に界面の密度を増加

させることを可能にし、デバイスの性能を従来のバルク材の 3 倍以上も向上させた。これらの最近

の発見は、その効率が従来のエンジンや冷却装置に匹敵するようなナノ構造化熱電気材料やデバイ

スを開発することが、最終的に可能かもしれないという見込みを研究者にもたらした。 
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4．ナノ構造化太陽光電池 

長期的には太陽エネルギーが、人類の技術的なニーズを満たす能力を持っている唯

一の再生可能エネルギー源である。実用的な太陽エネルギー応用の増大のためには、

太陽デバイスの変換効率、コストおよび安定性における多くの改良が必要である。エ

ネルギー省基礎エネルギー科学諮問委員会の最近の報告書の中で示されている、「太

陽エネルギー利用のための壮大な挑戦は、20～30 年の間安定し、強健で、発電や燃料

生産の効率に対するコストの比率を 10～50 倍減少させる変換システムを開発するこ

とである」単結晶シリコンに基づいた太陽電池は、性能の増加および価格低下の点で、

この数年にわたって著しく進歩しているが、この太陽電池が、化石燃料に由来した電

気や水素と競争するほど十分に低価格になることは疑問である。 
 

ナノテクノロジーは、太陽電池のコスト削減を実現する大きな可能性を持っている

が、$1/W のコスト目標を達成するには、太陽電池の効率が 14～15%以上で、コスト

がオーダーで$100/m2 以下にしなければならない。ナノ構造化光起電力デバイスは、

また毎日の日射ピーク時の 80～100℃の温度循環で 15～30 年間の屋外運転に耐えな

ければならない。最近の研究で、ナノ粒子材料に基づいた薄膜電池を作り上げること

ができ、適度な効率および安定性を示すことができることが実証された。例えば、

Gratzel 電池として知られている色素増感太陽電池である、TiO2 色素増感ナノ粒子に

基づいたこの光電池は、この数年間集中している研究主題であり、低価格の柔軟なプ

ラスチック構成で作り上げることができる。この電池の作用は、TiO2 へ急速に移動す

る電子と、例えば沃化物を含んでいる液相電解質の適切な電子ドナーによって満たさ

れているホールによる、色素中の電子・正孔ペアの光発生に基づいている。問題は、

効率と安定性の向上にある。また、その挑戦は液相を除去しできれば固体素子材料基

づいて、代わりの電子ドナーを発見することである。 
 
例えば MEH-PPV の共役ポリマーとナノ構造化無機材料の混合を含んでいるヘテロ

接合ポリマーデバイスを作ることにより、液相を除去できる。光子吸収はポリマー中

で励起子を作り出す。それは再結合前に約 20nm 拡散する。従って、適切な効率を達

成するために、励起子の拡散距離内に電子を捕らえる無機の電極を置かなければなら

ない。その挑戦は、10～20nm の精度で大規模にそのような化合物をコスト効率良く

製造することである。さらに、効率を向上させるために有機相のホール移動度を増加

させなければならない。これは、ポリマー中の電荷輸送の基礎研究を必要とする。 
 
量子ドットや量子井戸のようなナノ構造化材料は、光子 1 個当たり 1 個以上の電子・

ホールペアの収集を可能とする。これらのナノ構造は、広いスペクトルの吸収層を含み、

低品質材料でも高効率で荷電粒子や励起子を収集する。これらはすべて、太陽光発電に

コストと性能のブレークスルーの可能性を持っている。この挑戦は、再びコスト効率良

く大規模に量子構造を製造することである。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート964号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/964/
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最後に、生物学は、10 億年以上の進化によって太陽エネルギー変換の効率的で耐久性

あるナノスケール技術を開発した。分子中の光子－電子エネルギー変換プロセスは、本

質的にナノスケールプロセスである。太陽光発電の無機ナノ構造化材料にそのプロセス

を統合しなければならない。光合成の基本化学・物理法則を明らかにし、太陽エネルギ

ー変換用のナノスケール技術開発にそれらを適用することは卓越した意味をなす。 
 

光合成反応中心：分子－材料界面の理解および制御 

自然の光合成反応中心は、光エネルギーを電気化学位置エネルギーに変換するナノスケ

ール光起電力デバイスである。人工の反応中心は同様の機能を行なう。ポルフェリン分子

は光エネルギーを集めて、フラーレンに電子を転送するためにそれを使用し、高い量子収

量でエネルギーを蓄えた電荷分離した状態を生成する。しかしながら、有用な電気エネル

ギーを生産するために自然のまたは人工の光合成構造を使用することに 2 つの大きな障壁

がある。一つは、電子伝達を促進しエネルギー浪費再結合を妨げるナノスケールアーキテ

クチャーへ非常に小さい太陽光電池を整えなければならない。次には、電気エネルギーを

収穫するために導電材料を分子あるいは生体物質と接続しなければならないことである。

適切なナノスケールの組織構造や界面を設計する研究は、重要な実験・理論的挑戦である。 
 
5．照 明 

一般照明のために、無機 LED あるいは有機材料 OLED で合成された半導体基盤発光体の

利用は、10 年か 20 年以内に、世界中に莫大な省エネルギーの可能性をもたらす急速に開発

中の技術である。しかしながら、固体素子照明の可能性に到達するためには、多くの科学技

術障壁を克服しなければならない。これらの障壁の多くは、ナノスケール界面での電子－ホ

ール再結合の理解に関係している。LED や OLED は各々自分の潜在市場を持っている。 

OLED 
最近の光電子産業開発協会の 2002 年 OLED ロードマップで議論されたように、新

たな照明の機会を作るであろう、大面積、柔軟、軽量な光源として OLED が役立つと

期待されている。OLED の中で使用されている材料は、効率的に注入された電荷を輸

送するポリマーあるいは小さな分子の薄膜である。一般に OLED は、ホールと電子輸

送のために分離している異なる材料で調整される。ほとんどの場合、エミッター材料

は、エミッターとホールや電子の輸送の両方の 2 重の目的に役立つ。単結晶のキャリ

アー注入、再結合および光抽出を研究するプログラムによって、ディスプレイおよび

屋内照明応用の両方のための OLED 性能の一層の改良が進められている。そのような

プログラムは、半導体－半導体構成と同様に、FET 構成のヘテロエピタキシャル膜界

面に関する研究を含む。単結晶界面のキャリアー再結合を管理する微視的プロセスに

はまだ取り組んでいないが、OLED 開発のための原則を明白に表わしている。さらに、

OLED 中で使用される有機材料の単結晶を処理する技術は、そのような研究を可能に

するために最近進歩してきた。 
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固体素子 LED 

赤色で 50%、青色で約 20～25%もの高いエネルギー効率を達成しているモノクロの

LED は、既に白熱電球よりも 10 倍も高いエネルギー効率である。この LED は、米国

中の交通信号灯の 3 分の 1 以上を既に交換し、交差点あたりの電気を 1 年当たり$1000
も節約している。一般照明用に受け入れ可能な白色光の達成は、効率的な青色 LED を

必要とする。そのための重要な問題は相分離された GaN 基盤合金のナノスケール界面

でのエネルギー輸送ならびに特に再結合プロセスに関するその影響である。最も理解

されておらず、また技術的に非常に重要な問題は、部分的に相分離された半導体合金

の界面を横切る荷電粒子輸送と非輻射欠陥、励起子閉じこめおよび振動子強度の間の

相互作用についての微視的な理解である。 
 
LED 応用でのもう一つ問題は照明色の制御である。ナノ結晶は、化学的柔軟性およ

び処理容易性を持って潜在的に 100%の高い光ルミネセンス量子収量(QY)を組み合わ

せた、色選択可能なエミッターに対する有望な候補である。それらは、単分子層形状

でさえ、1cm2 当たり数ワットのオーダーの大幅なパワー出力を作り出せる(1012/cm2

のナノ結晶充填密度で評価)。更に、異なるサイズのナノ結晶を組み合わせることによ

って、容易にマルチカラー動作と白色光放射を達成できる。近接量子井戸(QW)からの

非接触、非輻射エネルギー輸送(ET)によるナノ結晶への間接励起子注入の斬新な概念

は、ロスアラモス国立研究所で実証されている。 
 

6．結 論 
ナノスケール界面を横切るエネルギー輸送を制御する研究は、エネルギー消費およ

びエネルギー収穫での進歩に非常に重要である。ナノスケール界面を探究するために、

実験家は多様な材料や材料処理技術を提供できるナノ組み立て機能へのアクセスを必

要とする。実験家や理論家の強い学際的な相互作用は、この研究分野の可能性を実現

するために必要な異なる展望を一つにするために必要である。 
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,  pp19-29） 

(参考) 
・NEDO 海外レポート第 961 号「エネルギーのためのナノサイエンス探求 その１」 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/961/961-15.pdf 
・NEDO 海外レポート第 962 号「エネルギーのためのナノサイエンス探求 その２」 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/962/962-14.pdf 
・NEDO 海外レポート第 963 号「ナノスケール材料による触媒」 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/963/963-12.pdf 
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