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【ナノテクノロジー特集】 

将来のエネルギー貯蔵と発電へのナノテクノロジー利用（米国） 
 
ブリティッシュ・ペトロリゥム社(BP)の「2005年世界エネルギー統計調査」によれ

ば、国際的なエネルギー消費は 2004 年に 4.3%増加した。これは、過去 10 年にわた
って経験してきた年平均成長率の 2 倍であり、一部分は中国とインドの好景気によっ
て増加している。 

 
ナノテクノロジー、そして特にナノ材料は、世界の化石燃料資源が減少する時に、

今後数年間に増加する研究開発の勢いを持ってエネルギー生成に重要な役割を果たす

であろう。したがって、将来のエネルギー貯蔵、生産そして変換の分野で、カーボン

ナノチューブ(CNT)に基づいた斬新な水素貯蔵システム、量子ドットに基づいた太陽
電池および有機光放射デバイス、水素生成用ナノ触媒、そしてナノ構造化バッテリー

電極などの多様性を持った大幅な開発が現在生じている。 
 
さらに、銅送電技術よりはるかに低い電力損失を提供するカーボンナノチューブフ

ァイバーバンドルで、送電時にエネルギーの約 7%を失っている現在の銅基盤送電線の
置き換えが行われるであろう。ある研究者は、ナノテクノロジーがある日カーボンナ

ノチューブ容器の使用により核融合を可能にすることさえもあるだろうとほのめかし

ている。 
 
以下は、将来のエネルギーの生成、貯蔵また変換応用でのナノテクノロジー利用の

活発な研究領域のいくつかを展望した概要を提供している。 
(ナノテクノロジーエネルギーの分野における活発な企業のリストと簡潔なプロフ

ィールや企業ウェブサイトへのリンクが、www.nanovip.com/Energy/index.php で提
供されている) 

 
太陽電池 

光電池または太陽電池は光エネルギーを直接電力に変換する。メーカーは、わずか

数センチメートル角の電池モジュールを作ることができ、大きな寸法のアレイへその

モジュールを組み合わせることができる。 
 
太陽電池は 3つの重要な要素より構成されている。 
1. 光を吸収し、電子とホールのペアに変換する半導体物質、 
2. 光子で生成されたキャリアー(電子とホール)を分離する半導体接合部、 
3. そして、電流を外部回路に流すことを可能にする、電池の表面および裏面の電気
接触、からなる。 
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太陽電池の開発にナノテクノロジーを使用することにより 3つの大きな利点が生じる。 
1) 廉価で柔軟な太陽電池による真空が不要な分散工程の利用、 
2) 吸収と電荷移動の分離、 
3)バンドギャップ操作と光の吸収、である。 
 
シリコンと銅インジウムガリウムセレン化物太陽電池は典型的には、蒸気相からの

真空蒸着処理に依存している。このような処理は太陽電池基板の寸法に制限を設け、

湿式処理法と比較してコストを増加させる。 
 
理論的には、ナノ粒子形式で最も適切な太陽電池材料を生産し、溶液にそれらを分

散させ、次に、ゾルゲル技術を使って基板上かあるいは薄膜ロール状に塗布する。も

ちろん、そのような薄膜の光学的・電気的特性、またその結果の太陽電池効率は、真

空蒸着した薄膜より恐らく劣っているかもしれない。しかし、そのコストははるかに

廉価でかつフレキシブルになりえる。 
 
太陽電池開発での革新は現在しきりに起こっているが、スイス工科大学で 1990年にマ

イケル・グレッツエルによって開発された色素増感太陽電池が、標準的な太陽電池材料の

p-n半導体ダイオード構造からの根本的な離脱を示したことがほとんど忘れられている。 
 
グレッツエルの発明は、自然界に生じる光合成プロセスを模倣して、光吸収とエネ

ルギー(電子)移動プロセスを分離したことであった。半導体太陽電池では、バンドギャ
ップエネルギーの吸収と、p-n構造を横切った電荷分離を同じ半導体が分担している。 

 
色素増感太陽電池におけるナノ粒子の役割は二つの要素からなる。それらは、光吸収色

素と併せて大きな表面積の提供により光吸収のプロセスを支援し、また電荷を移動させる

メカニズムとして働く。多くの色素増感太陽電池は二酸化チタンを使用しているが、他の

アプローチでは電荷移動においてナノ粒子やナノロッドの役割を採用し、拡張している。 
 
グレッツエルの研究の重要なポイントの 1つは、吸収と電荷移動プロセスの分離で、

そのことが光吸収を最大限にするためにたくさんの戦略を利用できる考えをもたらし

た。従来の太陽電池では、半導体バンドギャップが、電池の吸収の開始とオープン・

ソース出力電圧の両方を決定していた。 
 
もちろん、バンドギャップの操作は、合金へ半導体を混合することにより、あるい

は量子閉じ込めエネルギーレベルを生じる高価な多層構造によって従来の半導体科学

においても可能ではある。 
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しかしながら、ナノ粒子量子ドットやナノロッドのようなナノ構造化材料は、バン

ドギャップ操作への別の可能なルートをもたらし、さらにこのルートは有機材料との

組込を可能にする。この戦略の最終段階では、緊密に太陽のスペクトルと接近した吸

収スペクトルの材料を開発することである。 
 
GEグローバルリサーチ社(ニスカユナ、ニューヨーク州)、STマイクロエレクトロニ

クス社(ジュネーブ、スイス)、コナーカ社(ローウェル、マサチューセッツ州)、ナノソー
ラ社(パロアルト、カリフォルニア州)およびナノシス社(パロアルト、カリフォルニア州)
のような様々な企業が、ナノ材料基盤太陽電池の商業化に近づいている。例えば、 

 
ナノソーラ社は、太陽電池で使用される印刷可能なナノ構造化半導体ペイントを開

発している(http://www.nanosolar.com)。 
 
ハイブリッド太陽電池を作るために、金属箔にアルコール中のチタン化合物と界面

活性剤の分散が塗布される。溶媒が蒸発するとともに、チタン化合物は複雑なナノス

ケール構造へ自己集合する。その後のアニーリングは界面活性剤にテンプレートされ

た二酸化チタン基質を固定する。その後、この二酸化チタン足場の微細孔を、3-ヘキ
シルチオフェンポリマーのような p型の導電性高分子材料で満たし、電極を付けた後、
電池は酸素から保護するために密閉される。 

 
SolarPly(ナノソーラ社の最初の商品)は 2006 年にデビューする。10×14 フィート

の厚膜太陽電池モジュールは、特許の基板上に量子ドット基盤半導体ペイントを組み

込んでいる。各々のパネルは 110ボルトを出力する。同社は、PVモジュールの製造コ
ストが 1ワット当たり 2ドル以下に下がることを期待している。 

 
ナノソーラ社は、次世代太陽電池を開発するために米国 DARPA(国防総省国防高等

研究計画局)から 1030 万ドルの契約を受け取った。同社は、さらに、スタンフォード
大学、カリフォルニア大学バークレー校とローレンス・バークレー校およびサンディ

ア国立研究所と協力している。さらに、ナノソーラ社は、カリフォルニア州エネルギ

ー委員会および全米科学財団から研究助成金を受け取っている。個人の投資家には、

Googleの創立者セルゲイ・ブランやラリー・ページがいる。 
 
ナノシス社もまたハイブリッド太陽電池にも注目している(http://www.nanosysinc.com)。 
 
同社は、3-ヘキシルチオフェンポリマーのような導電性高分子材料に、ナノ構造化され

た無機材料、ナノロッド、ナノワイヤー、ナノテトラポッドあるいはナノドットを埋め込

んでいる。同社は、柔軟な(また硬い)基板に材料を塗布するためにスピンコーティング、
ブレード・キャスティングおよびスクリーン印刷のような廉価な加工技術を使用している。 
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ナノシス社は、他の企業との提携によって同社の技術プラットホームの応用を開発して

おり、軽量で柔軟な太陽電池を開発するために松下電工(大阪、日本)との提携を組んでい
る。松下電工は、2007 年までにアジアの建築市場へ PV 屋根瓦を導入することを計画し
ている。 

 
さらに、ナノシス社は DARPA を含むいくつかの米国政府のグラントの受賞者であ

る。同社およびカリフォルニア大学バークレー校、バテル記念研究所および SAIC な
どのパートナーが有するフレキシブル有機太陽電池を開発するために、ナノシス社は 5
年にわたって潜在的に 1400万ドルを DARPAから得ている。DARPAは、最初の年に
220万ドルの資金を提供し、その後 DARPAの裁量で追加融資を行う。 

 
燃料電池および水素生産/貯蔵 

燃料電池は化学エネルギーを直接電気エネルギーに変換するので、燃焼技術より高い効

率で少ない雑音や少ない汚染で電気を発電する。開発中のほとんどの燃料電池は燃料とし

て水素ガスあるいは水素の豊富なガスを使用する。これは、水素は、陽極反応の高い反応

性を持ち、広範囲の化石および再生可能燃料からまた電気分解によって化学的に生産でき

るからである。 
 
燃料電池の開発におけるナノテクノロジー利用の例は多数あり、触媒、電極および

膜組織の開発を含んでいる。例えば、支持有り/無し両方のコロイド性ナノ材料は、燃
料電池の触媒としての利用が見つかっている。 

 
ナノ構造化金属コロイドは、本当にナノ寸法(<3nm)であり、高い金属装荷量(金属の

30重量%)を持っており、複合金属燃料電池触媒を製造するための非常に有望な前駆物
質である。ナノコロイド触媒は、典型的に 2 種または 3 種の金属粒子に基づき、高い
効率と汚染からの耐性を提供する。 

 
それらは、低温固体高分子型燃料電池 (PEMFC)および直接メタノール燃料電池

(DMFC)の触媒として研究されている。陽極および陰極の両側で PEMFCと DMFCの
効率的な電気触媒の役割を果たすために、様々な構成の貴金属ナノ粒子が最適化され

ている。例えば、超微粒子のコロイド性プラチナゾルが燃料電池電極の開発で使用さ

れている。したがって、高価なプラチナの必要量を減らす。 
 
ポリフェール(PolyFuel)社(マウンテンビュー、カリフォルニア州)は、陰極から陽極を

離して、片側から反対側までの陽子の移動を制御するナノ構造化炭化水素高分子電解質膜

を開発した。この電解膜は横切るメタノール燃料の移動を効果的に妨げて、それによって

水と熱の発生を減らし、現在の膜技術と比較して、3分の 1運転時間を増加させている。 
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同社によれば、この膜組織を使用した燃料電池はまた、小型で軽くまた低価格であ

る(PolyFuel 社の技術に関するより詳細は www.polyfuel.com を参照)。さらに、カー
ボンナノテクノロジーズ社、ジョンソン・マッセイ燃料電池社およびモトローラ研究

所は、ポータブル応用のカーボンナノチューブ基盤マイクロ燃料電池を生産するため

に共同研究している。 
 
多くの国々がエネルギー資源を変化させ、かつ汚染を減らすために、エネルギーキ

ャリアーとして水素を検討している。純粋な水素によりエネルギーを出す燃料電池の

ただ一つの副産物は水であるので、水素は燃料電池に最適な燃料である。 
 
貯蔵分野では、金属水素化物、化学水素化物および炭素基盤ナノスケール材料のよ

うな斬新な材料の新しい貯蔵技術を開発するために、基本的な水素貯蔵機構について

の理解を向上させるために基礎研究を実施すると共に、従来の高圧圧縮や低温液化技

術も向上させている。 
 
1990年代以来、水素貯蔵研究開発は、カーボンナノチューブ、ナノマグネシウム基

盤水素化物や金属水素化物－炭素ナノ化合物を含むナノ構造化水素化物の利用に注目

している。特別に興味があるのは、水素貯蔵のためのカーボンナノチューブの使用で

あり、水素はその空洞の中心に格納され、燃料電池へ徐々に放出される。 
 
純粋な水素ガスの貯蔵密度を増加させる試みが、カーボンナノチューブや 1 ナノメ

ーター間隔に重ねられた黒鉛層ならびに炭素泡を使用して行われている。もし成功す

れば、ガソリンを使用する車両のように、同じような距離の同様の重さやタンクサイ

ズの車に水素を貯蔵させることができる。 
 
単層カーボンナノチューブ成長用の触媒中心として使われている金属ナノクラスタ

が、水素貯蔵装置として研究されている。さらに、Ti13-THF ナノクラスタは、アラ
ネイトで可逆的な水素貯蔵に利用可能な最良の触媒の 1 つであることが発見された。
他のいくつかの開発には以下のものがある。 

 
ラトガーズ大学(ニューアーク、ニュージャージー州)の研究者は、5ナノメーターも

の小さな刻面を持ったピラミッドに置かれたイリジウムの微細に織られた表面を作り

だした。その表面はアンモニア分子が窒素と水素へ効率的に完全に分解するのを助け、

アンモニア燃料供給車両にオンデマンドで燃料電池水素を供給する(より詳細に関し
ては www.physorg.com/news3534.htmlを参照)。 

 
ミシガン大学と BASF(ルーヴィッヒハーフェン 、ドイツ)の研究者協力は、小型燃
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料電池に水素を貯蔵するために使えると企業が信じている有機金属化合物基盤のナノ

立方体を開発した。BASF によれば、わずか 2 グラムの材料が、標準のサッカーフィ
ールドの表面積と等しい内部面積を持っている。 

 
嘗て、ハイドロジェンソーラ社(ギルフォード、英国)は、ナノ結晶化金属酸化膜を使

用するタンデム電池技術の性能を 2倍にし、太陽光エネルギーの 8%以上を直接水素燃
料に変換したと発表した。(同社の技術とこの応用分野についてのより多くの情報は、 
www.hydrogensolar.com/basics.html と www.wired.com/news/print/0,1294,65936,00.html 
を参照) 2004年 11月に、ネバダ大学ラスベガス研究財団は、タンデム電池を使用し
て太陽水素生産を実証する同社に対し多年度プロジェクトの最初の年に 40 万ドルを
与えた。(タンデム電池概念は、ローザンヌ工科大学とジュネーブ大学の研究者と共に
共同発明された) 

 
ノースカロライナ州立大学(ローリー、ノースカロライナ州)の科学者は、現在の水素

生産法のエネルギーの半分しか必要としないで水から水素を抽出するナノスケールの

方法を発見した。欠陥部位があるカーボンナノチューブが、水分子をより簡単に壊し、

水素を抽出することが発見されている。(詳細な情報は、 
www.zpenergy.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1539 を参照) 
 
カリフォルニア大学サンタクルーズ校の研究者は、ナノ構造化材料を使用して水素燃料

の生産および貯蔵のための新技術を開発するために、米国エネルギー省(DOE)から 53.5
万ドルのグラントを受け取っている。(より詳細に関しては、www.physorg.com/news4843. 
htmlを参照) 

 
バッテリーとコンデンサー 

運転時間を拡大し、かつバッテリーやコンデンサーの性能を向上させる 1つの方法は、
従来の電極材料の能力より大きなエネルギー蓄積容量を持った電極材料を開発すること

である。ナノ粒子や炭素基盤のナノ材料を含む様々なナノ材料を利用することができる。

例えば、近年注意を引きつけた炭素基盤ナノ材料にフラーレンとカーボンナノチューブが

ある。 
 
莫大な数のリチウムイオンを蓄えているリチウムグラファイト電極のグラファイト

を CNTと交換して、より長寿命なバッテリーに結びつけることができる。確かに、そ
のナノ構造および大きい表面積のために、CNTはグラファイトより著しく多くのリチ
ウムを蓄えられることを、研究は示している。 

 
従来の電極材料は、さらに非炭素基盤ナノ材料からの競争にも向かい合っている。こ

れらのナノ材料の小さな寸法は、材料重量に対する電極表面積を増加させる。例えば、
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ナノ寸法のチタン酸リチウムを使用したリチウムイオン電池は、現在の通常のバッテリ

ーより 10～100倍も大きな充放電速度を提供できる。確かに、高い出力電力および充放
電速度が、リチウムイオン電池のより高い要求性能を求める開発者の重要な要素である。 

 
さらにそのようなナノ構造化材料の使用がエネルギー密度における改良に結びつく

ことがあることを結果が示している。しかしながら、ナノ粒子電極材料のコストは、

現在、従来のバルク材からの電極のコストより 50～100倍以上も高価である。したが
って、広範囲の応用に合致する技術としてはコストの著しい低下が必要である。 

 
この分野において活動的な企業は、NanoEner 社の子会社 Ener1、アルテアナノテ

クノロジー社、東芝およびエムフェーズテクノロジーズ社などである。 
 
例えば、アルテアナノテクノロジー社(リノ、ネバダ州)は、次世代リチウムイオン超キ

ャパシターのための炭素被膜ナノ構造化電極を開発している。目的は、バッテリーのエネ

ルギー貯蔵能力とコンデンサーの高速能力を組み合わせた強力な急速充電デバイスを設

計することである。 
 
アルテア社は、ホソカワミクロンナノパーティクル技術センター(サミット、ニュー

ジャージー州)と協力してナノ寸法チタン酸リチウムスピネル材料を開発した。この材
料は、リチウムイオン充放電速度を、現在の市場で得られる材料と比較して著しく大

きくすると同社は主張している。 
 
この材料を使用して構築したプロトタイプのハイブリッドバッテリーは、ラトガー

ズ大学とニュージャージー州立大学のエネルギー貯蔵研究グループのテストで、電気

自動車およびハイブリッド電気自動車用の補助動力バッテリーとしての DOE 作業基
準を満たしていた。この 2 社は、この材料の一層の開発および商業化を支援するため
にバッテリーメーカーと交渉している。 

 
2004年 9月に、エムフェーズテクノロジーズ社(mPhase Technologies、ノーウォー

ク、コネチカット州)およびベル研究所は、彼らのナノ草による原理実証ナノバッテリ
ーを立証した。この直径 300nm 高さ数 100 ミクロンのナノ構造化シリコンフィラメ
ント(電極)を製作するためには標準リソグラフィ法が使用されている。 

 
MIT(ケンブリッジ、マサチューセッツ州)の研究者は、DLC 電極として垂直配置カ

ーボンナノチューブ基質を研究している。この構成が燃料電池より 4 桁以上も越える
高い出力密度とリチウムイオン電池に匹敵するエネルギー密度の組み合わせを提供で

きることを、彼等の分析は示している。 
 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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達成可能な DLC 出力密度の大きな増強は、CNT で得られる高い電気伝導度に由来
する。それは長さ 4 ミクロンの範囲で弾道的な電導度を示している。ナノチューブ強
化電極のエネルギー密度向上は、活性炭上の垂直配置ナノチューブに基づいた構造で

得られる大きな有効表面積による。 
 
化石燃料の回復 

ナノテクが化石燃料の回復を促進することに使われるという重要な指摘がある。例

えば、ヘッドウオータ・ナノキネティックス社(ローレンスヴィル、ニュージャージー
州)の NxCat 技術は、より高い性能を達成するために原子規模で触媒を設計し実行す
ることを可能にし、またある条件では廃棄物や副産物のない非常に選択的な触媒プロ

セスであるグリーンケミストリーを可能とする。 

 
NxCat触媒と技術は次のもので使用できる：化学薬品および製薬の生産、燃料電池、

NOx および VOC 廃棄物の減少、水処理と改善、充填物と被膜、貴金属触媒再生およ
び他の応用。(より詳細は、www.htigrp.com/nano.aspを参照) 

 
LED 照明 

自動車や航空計器ディスプレイから交通信号灯やコンピューターのディスプレイまで

に及ぶ様々な応用のための、色選択可能な固体素子照明(SSL)を作り出すために量子ドッ
トを用いる研究が行われている。異なる寸法の量子ドットを組み合わせることによって、

さらに白色光を作り出すことも期待できる。 

 
白色光 LED の一端としての光変換媒体としてのナノ結晶(量子ドット)の利用は、さら

に従来の蛍光灯や白熱光に置き換わるであろう。従来の照明技術と比較して、SSL は、
エネルギー消費が低く、実際上熱を生成せず、優れた光の品質を持ち、小さな設置設備し

か必要としない。フィラメントを持っていないのでより丈夫であり、低い電圧で動作する

のでより安全で、潜在的により長い寿命の長所がある。 
 
サンディア米国立研究所によれば、将来の白色光の光源は、照明のための電気のグ

ローバルな消費を 50%以上減少させることにより、電力消費の合計を 10%以上減少さ
せ、炭素放射を 10%以上減少させることを支援する。 

 
ロスアラモスとサンディア米国立研究所の最近の共同研究は、革新的な白色光 LEDを

作りだした。そこでは、ナノ結晶は、現在のように外部的にコーティングするのではなく

LED構造自身に組込まれている。 
以上 

【出典：SRI Consulting Business Intelligence Explorer Program】 


