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【産業技術】  ナノテク   

エネルギー分野のナノテクノロジー材料科学 その 1（EU） 
 

－ 欧州委員会「エネルギー科学技術の指標と基準」より － 
 
はじめに 

エネルギー研究は、よりクリーンでより効率的なエネルギー生産、輸送、変換およ

び最終利用のための知識を向上させ、新しい技術を開発するという途方もなく大きな

挑戦に直面している。 

 
したがって、関連する指標に対して与えられた技術の最先端を比較し、様々な時期

に達成された野心的だが現実的な目標の識別および時間とともに為された進歩の評価

は、プログラムマネージャー、研究者あるいは意志決定者にとって重要な問題である。 
 
欧州委員会の業務の範囲内で試みられた準備作業に基礎を置くこの研究は、次のよ

うに意図されている。 
 

－ 7つの分野の中で主要なエネルギー技術の最先端の現状をよりよく定義すること、 
－ 短期、中期および長期の様々な時間軸にわたる将来の開発において各技術によっ

て克服されなければならない重要なボトルネック、あるいは取り組まれなければなら

ない主要な挑戦を評価することにある。 
 
この研究は、共通に認識され、確認され、最新化されたエネルギー科学技術の指標・

基準システム(ESTIR：energy scientific and technological indicators and references)
の確立へ向けた広大な努力の一部である。 

 
ナノテクノロジー材料科学 

ナノテクノロジーは、エネルギー効率、貯蔵および生産に大きな影響をもたらす可

能性を有している。多くの専門分野にわたるナノテクノロジーは、人間の視覚どころ

かこれまでの顕微鏡の解像度よりかなり小さな、すなわちナノスケール寸法 (1～
100nm)、の材料やデバイスおよびシステムの生成・利用に広く関係している。 

 
このスケールにおいては、材料の色、強度、重量、導電率などのような基本的特性

が予期しない方法で変化する。これらの特性を利用して、産業は斬新な材料を設計し

ており、そのいくつかは自然界においては見ることが出来ない。 
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金属、半導体、ガラス、セラミックあるいはポリマーのような、従来のすべての材

料は原理的にすべてナノスケールの寸法で手に入れることができる。 
 
ナノスケール構造の主な分類は以下のように要約できる。 

－ ナノ粒子は様々な可能な形を持った数 100～数 1000個の原子や分子で構成されて
いる。産業において長い間使用されてきたカーボンブラックに加えて、金属酸化膜や

化合物半導体ナノ粉末が特に重要である。 
－ カーボンナノチューブとフラーレンは、広範囲の応用が見つかると予想されるナ

ノ粒子の特別なクラスである。 
－ ナノ複合材料およびナノセラミックスは、現在ナノ構造化材料の最も重要なクラ

スである。表面やレイヤーのナノスケール設計によって、広大な範囲の機能性や新し

い物理的効果の達成が可能である。 
 
エネルギー応用に関した最も重要なものは、熱的・化学的性質であり、また電気・

磁気特性である。ナノテクノロジー材料は、既に各種の用途で多くの産業に適用され

ており、エネルギーの発生、貯蔵および伝達の重要な挑戦の取り組みに対してすばら

しい新しい可能性を提示している(テーブル 3参照)。 
 
テーブル 3． エネルギー分野のためのナノテクノロジー対象テーマ 
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ナノテクノロジー評価のための指標 

テーブル 4-1 は、ナノ粒子関連の選定プロセスのボトルネックを要約している。こ
の報告書の後半には、進展に向けて現在の最先端技術、可能な応用および重要課題の

分析によりこれらのプロセスについて記述する。 
 
テーブル 4-1．ナノ材料の産業商業化に向けた最重要ボトルネック(ナノ粒子) 
 

Process Bottleneck 
Measure for 

improvement / 
Indicator 

  
Time 
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materials 
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  Medium 
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 Today Aim Long 

term 
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Industrial production 
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Dye material price per gram 17-50 
eu 

10 
eu 

 

Nanotubes and 
fullerenes(general) 

(Mass) production 
process with 
controllable material 
properties 

Price today: 150 eu per 
gram (single-walled NTs) 

  Long 
term 

Sensitivity to air and 
moisture 

Use of alternative materials    

Use of alternative material 
combinations 
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Wp: Watt-peak; eu: euro currency
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ナノ粒子 

 
色素増感太陽電池 

特製の III-V半導体による従来の太陽光発電は、30%の変換効率を達成している。色素
増感太陽電池(DSC：Dye solar cells)あるいは Gratzel電池(Gratzel 2001)が、最近開発中
の太陽電池クラスを代表しており、完全に異なった半導体技術の原理に基づいている。 
このクラスの製造基盤は、ガラスやポリマーの産業工程で既に適用されているよう

な安価な薄膜技術からなる。このことは、経済的製造に魅力的な可能性を提示する。 
 
ナノ結晶 DSCにおいては、光合成の中で起きている色素分子の助けを借りて、太陽

光を別の形式のエネルギーに変換している。この電池の薄膜は、各粒子の吸収波長を

決定する広範囲の電子バンドギャップを示す寸法分布を持った TiO2 ナノ粒子あるい
は量子ドットを含んでいる。その結果、この電池は太陽スペクトルの大部分の波長を

捕らえて電気に変換できる。 
 
色素増感太陽電池の効率は現在約 8%であり、目標は今後 15%まで増加させることで

ある。色素増感材料を製造する現在の原価は、1グラム当たり 17～50ユーロ(eu)の間に
ある。長期的な目標は 1グラム当たり 10 euである(Malsch 2003; Fairley 2004)。 

 
もしナノ粒子径分布と適切な配置に最適化された DSC を安価に作ることができれ

ば、DSCは理想的な太陽集光器を形成できるであろう。Konarka社のようないくつか
の会社は携帯電話やハンドヘルドコンピューターで使用される最初のプロトタイプに

取り組んでいるが、この分野は新しく迅速に変化している。長期安定性、最大可能太

陽電池効率および産業製造方法のような主要な問題が、まだ十分には明確にされてい

ない(Fairley 2004)。 
 
カーボンナノチューブ・フラーレン 

カーボンブラックのような長い間に確立された材料に加えて、ナノ構造化カーボンはフ

ラーレン(C60分子、バッキーボール)やカーボンナノチューブ(CNT)のような比較的新し
い化合物から成っている。単層や多層の CNTがあるが、非常に高い抗張力や優れた熱的・
電気的伝導度のような顕著な特性により種々様々の応用を持つと予測されている。 

 
CNT の広範囲な利用への主な障害は、単層ナノチューブが 1 グラム当たりおよそ

150 euの高価格なことである。この高い価格は、初期開発段階の工業生産法と精製法
を反映している。CNTの大量生産を目指すいくつかの方法が提案されてきている。し
かしながらそれらは小規模実験室テストの段階にいまだある。 
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ナノチューブの直径および他の要因に依存して、CNTの特性は変わるので、これら
の要因をコントロールすることが必要である。これまで進展がなされているが、均一

の特性を持った CNT を生産するためにこれらの要因をコントロールすることはまだ
可能ではない (Tada 2002; Dai 2002)。 

 
有機太陽電池 

もう一方の代替太陽電池技術は、共役ポリマーと約 200nm の厚さの薄膜を形成する
カーボンナノチューブあるいはフラーレンの複合材料を使用している(Brabecら、2003)。
このような有機太陽電池(OSC：Organic solar cells)は、通常の周囲条件の下ではまだ約
3%という低い効率である。主な理由は薄膜有機質層の低い光吸収のせいである。 

 

OSCは、潜在的にシリコンや色素増感太陽電池より製造が安価であるが、外気と湿
度に対して非常に敏感であるために商業応用を困難にしている。新しい材料の概念や

光学的性質の改良により、この問題を改善することが出来るであろう。 

 
このプラスチック電池の目標は、効率を 5年以内に 5%増加させ、また長期的に 10%

に増加させることにある (Fairley 2004)。長期的目標は、太陽電池のコストを 0.5 
eu/Wp(Watt-peak)以下に下げることである。シーメンスのような大企業がこの技術をさ
らに開発中である。 

 
水素貯蔵 

水素貯蔵のための手段として、CNTおよびフラーレンについてその化学的性質や高
い表面積また軽い重量から議論する。初期の楽観的な状況の後、今日この問題はより

厳しく調べられている。再現可能な実験は、超低温で 2 重量%以内の水素吸蔵量が単
層 CNT において可能なことを示している。1990 年代の後半に発表された、はるかに
高い 5-10重量%の吸収率の値は、不正確な実験の結果であるように見える。室温にお
いては重量貯蔵密度は 0.6重量%まで低下する。 

 
実際の条件下で、これらの材料からの制御した水素放出を得るために多くの研究が

必要である。CNTを使用する水素貯蔵研究の興味あるアプローチにもかかわらず、ブ
レークスルーはいまだ見えていない(Zuttel 2004)。 

 
触媒 

一般に、ナノ粒子は高い表面積を持っており、従って高い触媒作用を提供する。表

面上の触媒ナノ粒子の高度に規則的な単分散フィルムを形成するために、界面活性剤

のある溶液中で金属ナノ粒子を合成することが可能である。これは、触媒の寸法およ
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び化学構造のより均一性を可能にし、次にはより高い触媒能力およびより少ない副産

物の生産に結びつくであろう。特別なまた選択的な能力を設計することもまた可能で

ある。このより活性でまたより丈夫な触媒が燃料電池への応用を見つけることができ

るであろう。そこでは外面の特性および細孔構造が性能に影響を与える。 
 
燃料電池で当面の燃料として使用される水素は、通常燃料電池に直接結合した反応モ

ジュール中で、炭化水素から触媒改質により生成される。触媒現象のプロセスを強める

ナノ加工膜の潜在的な利用は、より高い効率と小さな寸法の燃料電池を可能にできる。

これらは、電力の分散資源化に役立つことができる。現在考えられている供給材料であ

る炭化水素以外の資源から水素を現地生産することがやがて可能となるであろう。 
 
CNTや他のナノ粒子を使用するナノ構造化触媒は、廃棄物液を清浄化する際にもま

た応用できるであろう。白金族元素の必要性を縮小できれば、ナノ触媒は特に有益で

ある。白金利用の限定を条件とすると標準触媒ユニットでの白金使用は一つの問題と

して出現し始めている。 
 
ナノ構造化触媒の開発における進展は驚異的であるが、触媒や他のエネルギー関連

材料の合理的な設計を製品化する前に解決しなければなならない大きなハードルがま

だ存在している(Steele/Heinzel 2001; Paschen et al. 2004)。 
 

スーパーコンデンサー 

電気化学スーパーコンデンサー(SC：Supercondenser)は、エネルギー短期貯蔵のも
う一つの可能性である。SCは、イオン伝導媒質や電解質をしみ込ませたセパレータ紙
によって絶縁された 2 つの多孔質電極から構成されている。高濃度イオン電解質と高
い面積比を持つ電極の組合せは、充放電サイクルに耐える大きな可能性と高い性能の

SC作製を可能とする。 
 
SCは、電池に対するよい補完物で電流の安定供給には最適である。さらに、短時間

ピーク負荷を補償するために SC が使用できる。したがって、他のエネルギー蓄積シ
ステムや電池また燃料電池への SC の組込は、電力供給システムのより合理的な設計
を可能とする。 

 
活性炭に加えて、炭素エアロジェルあるいはナノチューブから電極を形成することがで

きる。両材料は大きな表面積および高い導電率を持っており、SCの容量を著しく増加さ
せることを可能にする。さらに、電極材料としての炭素の使用は、低価格化および容易な

アクセシビリティーの機会を提供する(Frackowiak/Beguin 2001; Paschen et al. 2004)。 
 
燃料添加剤 
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固体および液体燃料への添加剤としてのナノ粒子は点火特性と燃焼特性を最適化で

きる。ナノスケール粒子やナノ構造の一般的な利点は、エネルギー材料要素と分子規模

で混合できるということである。これは、最良の混合であり、迅速で完璧な化学変化の

ための前提条件である。固体推進薬については、アルミニウム・ナノ粒子が従来のアル

ミニウム粉末に比較して燃焼速度を増加させることができる(Paschen et al. 2004)。 
 
ナノ粒子はまた、ディーゼルのような液体燃料のより高い効率を約束し、単位リッ

トル当たり走行距離の増加や清潔なエンジンならびに少ない汚染をもたらす。これら

のディーゼル燃料添加剤は、ナノスケールの酸化セリウム粒子から成り、ディーゼル

燃料と空気との間の燃焼反応に触媒作用を及ぼす。酸化セリウムは、一酸化炭素や炭

化水素系ガスを酸化させ二酸化炭素を形成する時に放出する一種の酸素貯蔵所として

機能し、また窒素酸化物の量を削減するために酸素を吸収する (Zhang et al. 2002)。 
 
酸化セリウムはある期間研究されたが、主としてその高い価格により、まだ商用成

功にはいたっていない。大きな表面が触媒反応を改善するので、はるかに低い濃度で

酸化セリウムナノ粒子を使用することができる。この添加剤の様々なテストが香港と

スコットランドで行われている。Oxonica 社は、商用動作条件下での野外試験で 12%
の燃料経済性を実証したと報道している(Oxonica 2003)。 

つづく 
 

(ナノ複合材料によるナノセラミック被覆、磁性材料、電池・蓄電池用のナノ構造化膜、
ディスプレイおよび照明のための発光ダイオード、超伝導材料の項目は次号に続く。) 
 
指標は、研究と技術開発、関連する研究および産業の進展の状況をモニターし、かつ

現実的な目標や計画目的を定義するために必要であり、政策推進者、意志決定者、プ

ログラム管理者、潜在的投資家、銀行家、エンド・ユーザーなどのための有用なツー

ルである。ここで示されている、現在の最先端技術に基づいた指標の初期的評価セッ

トは、エネルギー研究で克服が必要な大きなボトルネックあるいは取り組まれるべき

主要な挑戦を評価している。 
 
( 出典： EUROPEAN COMMISSION: Energy Scientific and Technological Indicators and 
References, http://europa.eu.int/comm/research/energy/pdf/estirbd_en.pdf、pp98-102, 
この報告書の完全版は以下で利用可能である：  

http://www.eu.fraunhofer.de/estir/ESTIR_summary.pdf ) 
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