
【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２（EU） 
 

－ 欧州委員会「エネルギー科学技術の指標と基準」より － 
 
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。 

 
ナノ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。 
 
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。 
 
前回はナノ粒子に関するエネルギー科学技術の指標を記述した。今回は引き続きナノ複

合材料および超伝導材料に関する指標について記述する。 
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ナノ複合材料 
 
ナノセラミック・コーティング 

ナノあるいは原子の寸法で制御された厚さのコーティングは、例えば、オプロエレクト

ロニクス装置用分子線エピタキシーや金属酸化膜化学蒸着法あるいは触媒活性の化学的機

能表面において、すでに一般的な生産法である。 
 
断熱コーティング(TBC)は、表面と基材との間の熱流束を減少させるために適用される。
熱流束の条件およびコーティングの厚さによって、断熱コーティングを横切る温度差は

175°Cに達することができる。TBCは、内燃機関、ガスタービンなどのような種類の熱
機関の動作温度をさらに増加させ、冷却に対する要求を減らす能力の点で技術的に重要と

考えられ、より高い熱機関効率より少ない廃棄ガスおよび性能の向上を可能とする。 
 
ナノ粒子を使用する TBC は、現在のコーティングに比較してよりよい熱的また熱機械
的特性、すなわち、より低い熱伝導性、よりよい熱安定性およびより高い堅牢性を提供す

る。このような先端的 TBC で断熱コーティングを横切る温度差を約 250°C までに増加
させることは可能であり、ガスタービンや推進機関システムの非常に高い動作温度

(1650°C)を可能にする(Zhu/Miller 2004)。 
 
コーティングに加えて、ナノセラミックスは同様に電力システムの種々の部品の重要な

材料である。一般に、セラミックスは硬く、脆く、機械加工が困難である。しかしながら、

粒子寸法をナノスケールへ小さくすることにより、セラミックスの延性が増加できる。通

常は硬く脆いセラミックスであるジルコニアは、超塑性にさえなりえる。 
 
窒化ケイ素と炭化ケイ素のようなナノ結晶性セラミックスは、優れた化学特性や高温特

性を示すと同様に容易に成形し機械加工することができるので、高強度のスプリング、ボ

ールベアリングやバルブリフターのような自動車用途で使用されている。さらに、高温炉

の中の部品としても使用されている。このような応用でのナノセラミックスの使用は動作

温度を増加させ、したがって熱効率を高めることを支援する (Hahn 2004; Paschen et al. 
2004)。 

 
磁性材料セラミック・コーティング 

軟磁性体は容易に磁化され消磁される材料であり、主として、発電機、モーターおよび

電源変圧器において電流によって作られた磁束を導き増強するために使用される。この目

的のために、材料は一方向から逆方向へと連続的に磁化を繰り返す。高透磁率、低導電率

および狭いヒステリシスループは、損失を減少させ高い効率をもたらすために好ましい。 
 



永久磁石と呼ばれる硬磁性磁石は、磁化された後にその磁性を保持する磁性材料である。

自動車、工業、宇宙飛行、航空宇宙などの、種々様々の応用で使用されるとともに、最近

の数 10 年に永久磁石はますます重要になっている。著しく低下したコスト、増加した最
高使用温度、さらに改善された耐食性を持つ先端的永久磁石は、多くの応用でのエネルギ

ー消費型電気磁石に取って代るかもしれない。 
 
エネルギー効率を改善し、CO2排出量を削減するために、洗濯機や冷蔵庫などのような
白物家電に使用できる。他の重要な利用は、家庭用の熱・電力併合の発電機や風車のよう

なクリーンエネルギー生産にある。しかしながら、最も大きな可能性は電気自動車にある。 
 
最近、アモルファス材料をアニーリングして作られるナノ結晶材料に多くの興味が集ま

っている。これらの合金は、単一相になりえるが、アモルファス基質中の 10－50nm範囲
のナノサイズ粒子で通常構成される。これらは、比較的高い抵抗率で、低い異方性と大き

い機械的強度を持っている。 
 
ナノ結晶性イットリウム・サマリウム・コバルト粒で作られた磁石が、極端に大きな粒

界領域のためにまれな磁気特性を持つことが示された(磁化の反転が粒界を過ぎて容易に
伝播できないので、高い保磁力を得ることができる) 。 

 
この材料は、モーターや病院の中で広く使用される磁気共鳴画像(MRI)のような分析機
器またマイクロセンサの応用につながるであろう。しかしながら現在のところ、全面的な

磁化は磁化粒の方向を整列させる能力によって制限されている。 
 
ナノ結晶性材料は多くのよい特性を示しているが、生産コストがまだ非常に高いという

欠点を持っている。いくつかのコスト効率の良い生産プロセスが提案されたが、いまだ成

熟していない(Inoue 2002, Ramanujan 2003)。 
 
電池・蓄電池用ナノ構造化膜 

携帯電話、ナビゲーション装置、ラップトップ・コンピューター、リモートセンサーな

どのポータブル電子機器の成長で、軽量高エネルギー密度電池の大きな需要がある。今後、

充電式電池は、太陽光発電のような再生可能エネルギー生産と結合してさらに重要になる。 
 
ゾル・ゲル技術によって合成されたナノ結晶性材料は、その泡状(エアロジェル)構造の
ために、電池のセパレータプレートとしての候補になる。それは従来のものよりかなり多

くのエネルギーを保持できる。 
 
ナノ結晶ニッケルおよび金属水素化物で作られたニッケル水素電池は、充電頻度が少な

くまたその大きな粒界(表面)面積のためにより寿命が長いという点から期待がもたれてい
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る。 
 
ナノ構造化材料を利用する場合に、主として 2つのタイプの充電式電池がある。一方の

また最も進んでいるのは、乾式リチウム基盤電池であり、他方の、湿式では、水素貯蔵、

金属水素化物あるいはカーボンナノチューブのような同じ材料を使用する 
(Tarascon/Armand 2001)。 

 
遷移金属酸化物ナノ粒子は効率を向上させることができるだけでなく、劣化前に充電式

電池が持ちこたえることが出来る繰り返し充電回数の大きな拡張を可能にするリチウムイ

オン移動度を改善することが最近示された。 
 
ディスプレイおよび照明のための発光ダイオード 

次の 10 年間にディスプレイや照明技術の大きな変化が予測される。照明のために発光
ダイオード(LED)に使用される半導体は、ますますナノスケール寸法で作られる。全ての
電力消費量のおよそ 1%は、白熱灯や蛍光灯の両方を含めた照明のために消費されている。 

 
今日の窒化ガリウム(GaN)LED は 60～90%の間の光効率を持つが、白熱電球はエネル
ギーの僅か 5%しか光に変換しない。次世代 GaN LEDの量子効率を 100%近くまで増加さ
せることが出来ると研究者は信じており、他の損失機構もあるが、大きな省エネルギーが

10～15年で可能になる。このようなナノテク基盤照明の進歩は、世界規模でエネルギー消
費を 0.5%以上縮小する可能性を持っていることを予測は示している(Zorpette 2002)。 

 
有機 LED(OLED)は、2 つの導体の間にはさまれた有機薄膜層から成り、電流を加える
と、明るい可視光を放射する。このデバイスは、軽量、永続性、柔軟で、電力効率が高い。

従って携帯機器に理想的で、またテレビ受像機やコンピューター・ディスプレイのような

従来の応用にも役立つ。 
 
有機 LED は、生産工程が少なくてすみ、市場ライバルであるよく確立している液晶デ

ィスプレイに比較し、より少くより安価な材料しか必要としない。OLEDは GaN LEDと
同様にエネルギー効率的であると信じられているので、大きな省エネルギーの機会が存在

する。 
 

OLEDの一般原理はよく研究されているが、そこにはまだ弱点がある。有機太陽電池お
よびある種の光放射ポリマーの染料は、空気と湿気に非常に敏感である。今日使用されて

いる 2つの工業生産プロセスは、主としてプロセス間に有機材料の95%を損失するために、
比較的高価となる(Niesing 2002)。 

 
 



超伝導材料 

 

超電導磁気エネルギー貯蔵(SMES)では、電気エネルギーは超電導コイル内の電流を循環

させることにより貯蔵している。抵抗性損失がないので、この電流は無期限に持続する。 

 

エネルギー変換が必要でないので、充電と放電の効率は非常に高い。同じ理由から SMES

は迅速に応答することができ、AC/DC 変換に必要な時間だけに制限される。SMES は、負荷

の平坦化および周波数や電圧の制御のためにも使用できる。これは恐らくこの技術の最初

の応用になるであろう。 

 

大規模応用には、他の技術との価格競争力を持つために、高い臨界電流密度の達成に依

存する。現在、ニオブチタン、ニオブスズおよびビスマス(2223)合金が、送電目的や貯蔵

にも液体ヘリウムまたは液体水素温度で使用されている。液体窒素温度またそれ以上のよ

り高い臨界温度の超電導材料の広範囲の使用は、いまだより多くの研究開発を必要とする

(Labalestier 2001)。 

 

米国立標準技術研究所(NIST)とペンシルバニア大学の最近の理論的研究は、カーボンナ

ノチューブ(CNT)の形の変化が超電導を含む新しい特性を明らかにでき、電力応用材料とし

て最終的に使用される可能性を示している (Dag et al 2003)。 

 

超電導送電線は抵抗損失を減少させるが、送電線の低温冷却エネルギーを必要とする。

既存のトンネルをこれらの送電線に使用することは可能で、それによってコストを縮小し

送電容量が増加する(Dresselhaus 2001)。 

 

高電力が関係するので、冷却故障の結果に関して注意深い考察をしなければならない。

超電導体が普通の導体へ変わる時、巨大な量のエネルギーが瞬時に放出されるであろう。

蓄積エネルギー10MWh は 1.18 トンの TNT 等価になる。 

 

2003 年に、最初の高温超電導送電ケーブル(Bi-2223 at 108 K)を供給するために、ロン

グアイランド州パワーオーソリティによって米国の超電導体が選択された。Nexans 社によ

って製造されたケーブルは、同じ大きさの従来のケーブルより 3～5倍多くの電力を提供す

る(Lane 2003)。 

以上 
 

( 出典： EUROPEAN COMMISSION: Energy Scientific and Technological Indicators and 
References, http://europa.eu.int/comm/research/energy/pdf/estirbd_en.pdf、pp103-105 
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 ) 
(参考) 
・NEDO海外レポート第 970号「エネルギー分野のナノテクノロジー材料科学 その 1」、 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/970/970-18.pdf
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ナノテクノロジー評価のための指標 

以下のテーブルは、ナノ複合材料関連の選定プロセスのボトルネックを要約している。 

 
テーブル 4-2．ナノ複合材料の産業商業化に向けた最重要ボトルネック 
 

Process Bottleneck Measure for improvement / Indicator 
Time 

horizon
Improved materials with higher Δt across Thermal 
Barrier Coating 
 Today Aim 

Nano 
coatings 

Greater temperature 
gradient 

Δt across TBC 175 k >250 k 

Short to 
medium 
term 

Magnetic 
Materials 

Production cost Development of more effective processing methods, 
especially powder injection moulding (PIM) 

Short to 
medium 
term 

GaN LEDs are relatively new devices. Further research 
will improve their efficiency 

Medium 
to long 
term 

2005 2007 2012 2020  

Quantum efficiency 
for GaN LEDs 

Perfomance of white 
LEDs (lm/W)

25 50 150 200  

Stability of OLED 
materials, rapid aging 
of materials   

Development of alternative materials Encapsulation of 
polymers 

Medium 
to long 
term 

LEDs 

Expensive/inefficient 
production process for 
OLEDs 

Development of alternative processes (loss of organic 
material << 95%) 

Medium 
to long 
term 

Identification of materials with higher critical 
temperature (77 K and above) 

Long 
term 

 Today  Aim  
Tc 20 108 >> 77 K  

Critical temperature 
and anisotropy 

Anisotropy <<1 50-100 <10  
Field B <30 T (4,2 K) 

<15 T (10 K) 
<10 T (77 K) 

3-10 T (at 
T>>77 K) 

 Superconduct
ing materials 

Mechanical stability Bend radius  0.1 m 
 (generators) 
- 2 m (power 
cables) 

 

 
 


