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【産業技術】  ナノテク  

エネルギーナノサイエンスの理論・モデル化・シミュレーション（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 5－ 

 
1．はじめに 

国家ナノテクノロジーイニシアティブ(NNI)の最初の計画で予測されているように、
理論、モデル化およびシミュレーション(TMS: theory, modeling, and simulation)の組
合せはナノサイエンスの全体にわたって重要な役割を果たしている。 

 
ナノサイエンスの挑戦に対応し、かつ将来のエネルギー安全保障を可能にすること

を期待する時に、このワークショップから出現した影響力の大きい研究方向に関連す

る以下の 6項目の TMSニーズを識別した。 
 
Ⅰ. ナノスケール実験の計測に対する洞察力を提供すること、 
Ⅱ. ダイナミクスと揺動の機能と影響を理解すること、 
Ⅲ. 触媒を含む新しい材料を実質的に評価すること、 
Ⅳ. 電子輸送を含むナノスケールの輸送機構を定量化すること、 
Ⅴ. 自己集合を予測すること、 
Ⅵ. オプトエレクトロニクス材料を含んだ新しい材料を設計し実質的に合成すること。 
 
今日、これらのニーズを満たす TMSの機能は、熟度の程度により存在し、また熟度に

従いほとんどリストアップされている。これらのニーズの全てを満足させるには、理論、

シミュレーション方法論およびアルゴリズムの基礎研究への本質的な投資を必要とする

であろう。 
 
特に識別された将来の研究投資が必要な TMS機能の中で、将来のエネルギー安全保

障のために必要な TMSに特別に関連するものとして以下の 4項目が際立っている。 
 
1. 時間と空間スケールに橋渡しする方法、 
2. 多体電子構造計算、 
3. 界面を含む電子輸送、 
4. 光学的性質のための電子構造方法論、 
 
上に識別された 6 項目の TMS ニーズに関する各重点分野の重要性は以下のテーブ

ルに要約されている。これらの多くの機能の適用は、リーダーシップクラスの高性能
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コンピューターの計算を必要とする。 
 
この章では、各重点分野の技術的現状ならびに進歩を成し遂げるために克服されな

ければならない障壁について記述し、DOEの新しい大規模コンピューティング・イニ
シアチブの一部としてナノサイエンスを支援する計算インフラストラクチャー開発の

ためのパラダイムを説明して締めくくる。 
 

将来のエネルギー安全保障のための TMS ニーズに関する 

基礎となる TMS 機能とその相対的影響の関係 

将来のエネルギー安全保障のための TMS ニーズ
基礎となる TMS機能   

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 
1.時間的・空間的スケールに橋渡しする方法 1 3 4 2 5 5 
2.多体電子構造計算 5 1 5 5 3 4 
3.界面を含む電子輸送 5 1 4 5 2 4 
4.光学的性質のための電子構造方法論 4 4 3 5 2 3 

(スケール 1－5 は相対的重要性を示す) 

 
2．時間と空間スケールに橋渡しする方法 

デバイスを巨視的スケールで役立つようにしなければならない点において、ナノテ

クノロジーは特に難問である。我々は、ナノスケールの特性が巨視的な性質にどのよ

うに影響を与えるかを理解しなければならない。同様に、合成中の巨視的規模の変数

の操作がナノスケール構造にどのように影響するかを知る必要がある。 
 
異なるレベルの空間・時間の詳細な相互作用は、材料計算科学や計算化学などの分

野よりも通常ナノテクノロジーにおいて重大になる。この問題のスケールは大規模解

法となるので、例えばエネルギー変換デバイスのような、エネルギーの必要性を満た

すためのデバイス開発において特に問題となる。 
 
巨視的な長さや時間スケールに達するシミュレーションに重要な原子スケールの詳

細を組入れる際に大きな課題が存在する。このような機能から利益を得ることができ

るアプリケーションは、燃料関連分子の処理や変換や固体照明合成のための化学反応

器の設計、自己集合の予測とモデル化、触媒の原子スケール構造と反応性や選択性と

のリンク、化学分離のモデル化、および化学分離を実現する材料合成などがある。 
 
長さと時間スケールの橋渡しに関して、個々の関連スケールでの個別シミュレーシ

ョンを含む、逐次結合スケール、ならびに異なるスケールで同時に相互作用するシミ

ュレーションによる、並列結合の両者を通じて大きな進展がなされた。 
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まれな事象の力学を含むダイナミックな固体シミュレーションでは、急速に遷移状

態を検知し、オンザフライ動的モンテカロルシミュレーションを行う能力の進歩は、

触媒、多孔質材料内の輸送、薄膜エピタクシーのような分野での長時間シミュレーシ

ョンの達成に有望である。しかしながら、これらのシミュレーションはまだナノメー

トルをはるかに越える空間スケールには到達していない。また、初期エネルギーが関

係する場合、そのコストは非常に高価となる。 
 
一方、固体中の急速な亀裂伝搬シミュレーションでは、大きな長さスケールが、量

子、原子ならびに連続スケールでの同時シミュレーションを結合することにより加え

られている。しかしながら、これらのシミュレーションはピコ秒の時間スケールをは

るかに越えては拡大していない。 
 
エネルギー応用の多重スケールモデル化の 2 番目の問題は、ナノスケール構築ブロ

ックの自己集合の予測にある。この分野の問題は、基本原理計算、ファンデルワール

ス分散力を含む様々な相互作用の相対的寄与、水素結合およびナノ粒子表面での動的

構造と化学作用を通した詳細な分解にある。 
 
これらの力がどのようにシームレスの多重スケールモデル中の溶媒化、枯渇および

相挙動に影響するかを理解することは、さらに難題である。組み立ての相挙動を信頼

性を持って予測するために、多重正規シミュレーションのような効率的なシミュレー

ション技術を開発する必要がある。 
 

3．多体電子構造計算 

エネルギー応用における電子構造計算は至る所に存在する。それは、必然的に一つ

の物質またはエネルギーの形式から別の形式への変換を含んでいる(例えば触媒作用)。
化学変化を理解し制御する際に計算上のモデル化およびシミュレーションの十分な可

能性を実現するためには、著しい理論的問題、数学的問題および計算上の問題を克服

しなければならない。 
 
シミュレーションは、信頼性を持って予測精度および実行速度の両者の特別な基準

を満たさなければならない。例えば、触媒効率における 2～4倍の改善は、化学プロセ
スが経済的に実現可能かどうかの判断を決定するかもしれない。それは室温(25℃)で
1kcal/molの精度に対応する。電子波動関数のシュレーディンガー方程式を解く多体初
期値分子の電子構造計算のみがこの精度提供することができる。 

 
TMSの挑戦は、化学システムとその環境の実在的モデルの厳格な精度の要求を満た

すことであり、また同時に構造、力学および統計を研究するために実際に必要となる
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非常に膨大な計算を可能とする。これはまだ可能ではない、そして分子シミュレーシ

ョンのコストを低減する際に既になされてきた進展を拡張しなければならない。 
さらに、大規模システム(例えば量子力学領域の埋め込んだ大きな古典的モデル)の縮

小したモデルを形成する現在のアプローチは少なくとも経験的であり、信頼できるテ

クニックが、電子構造計算とより高いレベルの手法との間を橋渡しするために必要で

ある。 
 

4．界面を含む電子輸送 

将来のエネルギーの必要性を満たすナノサイエンス応用は、必然的にナノスケール

デバイスの開発に帰着する。そこでは、特に全く相異なる性質の界面を横切る電子の

輸送が行われている。(例えば生体分子から金属接触へのナノ界面を横切った電子輸送
がある) 

 
ナノスケールでは、新しい電子輸送現象が現れるが、古典的記述は、トンネル効果、

揺動、閉じ込め次元数および電荷離散性のような量子現象に直面して不適当となる。

さらに、ナノスケールデバイスは、典型的にはほとんどその表面によって支配される。

これは、電子材料のさらなる複雑化を示し、しばしば強い複雑な再構成を伴う。 
 
理論およびシミュレーションのレベルでは、例えば、ナノエレクトロニクスデバイ

スではそうであるが、大きな電場が存在する状態で電子輸送を計算する適切な方法論

に関する統一見解は存在していない。また対応する実験の難しさは方法の検証が困難

であるということを意味する。 
 
界面を横切る電子輸送の付加的問題は、しばしば、界面が全く評価されていないと

いうことである、従って計算上構築した界面に頼る必要がある。つまり、実験システ

ムにおいて予期されるに違いない界面構造を作り出すために、計算上のナノスケール

実験を行うシミュレーション法を使用する。仮定した界面を作り出した後、実際にさ

らなる界面の構造変化があるかもしれないことを認識して、電子輸送が計算さる。従

って、界面のモデルを開発し、電子輸送計算を行う過程は、実際上反復的である。 
 
上の議論は特定な例を示したが、不完全に評価されているシステム上での完全で決

定的な実験を設計する困難さ、および不確かな方法論の問題が、ナノスケールの電子

輸送研究において遍在している。これらの問題の解決は、TMSおよび実験の両方への
大幅な投資から得られるであろう。この投資に対する利益は、エネルギー応用の新し

いナノスケールデバイスの設計を可能とするツールとなる。 
 

5．光学的性質のための電子構造方法論 
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ナノ構造の光学的性質の開発は、将来のエネルギーの必要性に重要な影響を及ぼす

かもしれない、例えば、現在の技術を固体照明や有機発光ダイオードに置き換えるこ

とにより照明で消費されているエネルギーを減らすことができる。 

 
ナノスケール寸法では、材料の光学的性質はしばしば劇的に変化する。例えば、バ

ルクのシリコンは太陽電池やレーザーのようなオプトエレクトロニク素子としては劣

った光学的性質を持っているが、小さなスケールにおいては、シリコン中のバンドギ

ャップを赤外線領域から可視光領域へブルーシフトすることができる。その結果、多

孔質シリコンは注目すべき室温ルミネセンスを示すことになる。このような現象を適

切に利用するために、材料の光学的性質についてのより深い定量的理解が必要である。 
 
光学的性質と励起の理解に対する理論的な問題の 1 つは、密度関数理論のような一

般に用いられている構造エネルギー計算方法が、励起状態特性の予測にあまりよく適

合していないということである。多体効果が励起の物理的な閉じこめによって向上さ

せられる場合、この問題はナノスケールシステムで悪影響を与える。 
 
光学的性質に注目した新しい理論的技術および計算的方法論は、相補的な実験の検

証と同様に、ナノ構造の光学的性質を予測するために必要とされる設計ツールを開発

するために日常的に必要となる。 
 

6．ナノサイエンスを支援する計算インフラストラクチャー 

ナノサイエンスの現実の問題を解く高性能コンピュータ・インフラの必要と相まっ

て計算ナノサイエンスで使用される手法の多様性は、大きな挑戦を提起する。従って、

新しいコンピュータアーキテクチャー上で多くのコードを最適化し、強く結合した方

法で使用されなければならない。 

 
これまで協力やコード共有を一般にしなかった科学者の間で、学際的研究チームを組

織する必要がある。特別な手法や計算コードを開発するために投資されなければならな

い多くのマンパワーを考慮すれば、計算ナノサイエンスを発見のツールにするためには、

手法や対応する計算コードのシームレスな統合や再利用を可能とするためにアルゴリ

ズムやソフトウェア開発を明示的に調整する必要があることは全く明らかである。 
 
したがって、コミュニティベースのソフトウェアのレポジトリーや計算エンドステ

ーションを作るために協調した努力が必要である。それは、科学者が新しいシミュレ

ーション法を作成し、新興のナノサイエンスの必要性に素早く対応することを可能に

するナノサイエンスのための大きな実験施設、例えば、大きな中性子散乱施設に付け

られパウダー回折エンドステーションのようなものと類似している。 
 
そのようなレポジトリーでは、例えば、異なった電子構造法を共通のインターフェ

イスや入出力システムを使用するカーネルに入れることが出来る。電子輸送や光学的
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性質などのようなナノサイエンスの特別な様相を実行する他のコードと同様に、ユー

ザーも共通インタフェイスを通してこのカーネルにアクセスできるであろう。 
 
それにより、特定のコンピューターアーキテクチャーに最も適している手法や対応

するカーネルが、計算エンドステーションで選択され、最適化され維持できる。これ

は、ソフトウェアレポジトリー全体をナノサイエンス分野の発展とともに、理論、モ

デル化およびシミュレーションの変化する要求を満たすように十分に柔軟にしておく

ことにより、高性能コンピュータインフラストラクチャーの最適な使用が可能となる。 
 
DOEは 2004年 5月に、オークリッジ国立研究所とアルゴンヌ国立研究所が、日本

の地球シミュレーターを越えて、世界で最も強力なコンピュータ施設になると意図す

るリーダーシップクラスの科学コンピュータ施設 (LCSCF: Leadership-Class 
Scientific Computing Facility)を協力して運営すると発表した。 

 
LCSCFは機能コンピューティングに専心する。つまり、そのような大型コンピュー

タ施設によって、十分に時機を得たまた科学的に厳格な方法でのみ取り組むことがで

きる未解決の問題を解決する。計算エンドステーションの支援は LCSCF の提案に含
まれている。提案されたエンドステーションのうちの 1 つは、コードや確認され再使
用可能なライブラリの開発のためのデータ交換用の XML 基盤基準の開発を通して、
計算ナノサイエンスで使用される重要な計算クラスのためのコミュニティベースのコ

ードの強化、最適化およびサポートなどにより計算ナノサイエンスを支援する。 
 
DOE 基礎エネルギー科学局および先端科学計算研究局からの、ナノサイエンスのため

の LCSCFエンドステーションへの重要な投資は、今後数年間にわたって予定されている。 
以上 
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