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【ナノテクノロジー特集】応 用 研究開発 

 
将来のエネルギー貯蔵と発電のためのナノテクノロジー利用の動向(米国) 
 
太陽光発電、燃料電池および熱電装置などのエネルギーの変換／生成ならびにバッ

テリーや超キャパシタおよび水素貯蔵などのエネルギー貯蔵応用でのナノテクノロジ

ーの現在と潜在的な使用に関して、ナノ基盤のエネルギー貯蔵や生成分野での技術お

よび商用展開の昨年からの例を概観する。 
 
太陽電池 

 
太陽電池、特に、CIGS(Cu-In-Ga-Se)化合物系、色素増感型、またポリマー基盤太

陽電池の開発にナノエレクトロニクス・プロセスが利用されている。以下に米国での

最近の動向に関する話題を列挙する。 
 
－ ノートルダム大学(インディアナ州)の研究者は、二酸化チタンナノ粒子で作られた
薄膜への単層カーボンナノチューブの追加により、ナノ粒子を単独で使用した場合

と性能比較して色素増感太陽電池の効率を 2 倍にすることにより、光電気化学太陽
電池の効率を著しく向上させる方法を実証した 1。 

 
－フィンランドの VTT技術研究センターとフランスの SUS MicroTex S.A.S社の研究
者は、欧州連合の未来のナノパターン化プロジェクトのフレーム・ワーク内で、太

陽電池の大量生産での利用が期待できると主張する、ナノ印刷装置を開発した 2。 
 
－アリゾナ州立大学(テンピ、アリゾナ州)の科学者は、より高効率の太陽エネルギー応
用やフォトニクス応用のナノスケール装置を開発するために、全米科学財団から資

金提供された 3 年間で 110 万ドルのプロジェクト進めている。特に、そのような装
置の製作には、ボトムアップ・アプローチ(自己集合)を使用する 3。 

 
－ロチェスター工科大学(ロチェスター、ニューヨーク州)の NanoPower 研究所(Ryne 

Raffaelle所長)では、量子ドットを使用してより良い宇宙用太陽電池を開発するため
に、米国国防総省からの 847,109 ドルのグラントによって資金提供されたプロジェ
クトに、ナノテクノロジーを使用している。特に、チームは、短絡電流を増大し、

また太陽電池の総合効率を向上させるために、量子ドット配列を持った 3 重接合太

                                                  
1 (http://www.technologyreview.com/Nanotech/18259/ and  

http://www.nanowerk.com/spotlight/spotid=1535.php を参照) 
2 (http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=26907 を参照) 
3 (http://www.nanotechnology.com/news/?id=9248を参照) 
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陽電池を増加させる 4。 
 
－ナノ粒子基盤 CIGS太陽電池の開発企業の Nanosolar社(パロアルト、カリフォルニ
ア州)は、全生産能力で 430MW、あるいはおよそ 2 億個の太陽電池の生産能力を持
つ製造設備の代価を払うために、融資ベンチャーでさらに 7500万ドルを確保したと
発表した。さらに、Nanosolar社は、太陽企業の Conergy社と大規模光起電力シス
テムを開発するための長期契約に署名した 5。 

 
－ G24イノベイションズ社(G24i; カーディフ、ウェールズ)は、商業ベースで色素増
感太陽電池(DSSC)を生産する最初の企業になることを目指している。2006年 10月
に、G24i社はウェールズのカーディフで大規模 DSSC生産設備を建設する計画を発
表している。工場が 2007年の初めに稼働する時、その最初の生産能力は 25MWで
あり、能力は 2008 年までに 200MW まで増加させる。ロールトゥーロール印刷が

同社の生産プロセスの主要部分になる。現在、G24i社は 5MWの試験規模のコーテ
ィング設備を運転している 6。 

 
－オーストラリアのシドニー大学の研究者は、日本の大阪大学の研究者と共同で、植

物中の光合成が光を捕えて電力に変換することができる合成ポルフィリンを生産す

るのに必要な重要成分を模倣した 7。 
 
－ペンシルバニア州立大学(ユニヴァーシティーパーク、ペンシルバニア州)の研究者は、
微粒子被膜を置き換え、色素増感太陽電池の効率を向上させるために、二酸化チタ

ンナノチューブを使用した 8。 
 
－色素増感太陽電池技術をさらに開発するために、コナーカ・テクノロジーズ社

(Konarka Technologies：ローウェル、マサチューセッツ州)は、米国エネルギー省
によるソーラーアメリカイニシアティブ(Solar America Initiative)の資金提供を得
た。特に、コナーカ社のプロジェクトは、太陽光を電力に変換するのに有機染料を

使用して、非常に廉価な光起電力電池の研究および製品信頼性保証を提供すること

に注目している 9。 
 
－レンセラー工科大学(トロイ、ニューヨーク州)の研究者チームは、実質的には光を反
射しない世界初の材料を作り出した。研究者によれば、新しい光被膜は LEDや照明

                                                  
4 (http://www.physorg.com/news11603.html を参照) 
5 (http://www.technologyreview.com/read_article.aspx?id=17025&ch=biztech を参照) 
6 (http://www.g24i.co.uk/ を参照) 
7 (http://www.physorg.com/news76344249.htm を参照) 
8 (http://www.physorg.com/news10661.html を参照) 
9 (http://www.nanotechnology.com/news/?id=10125 を参照) 
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と同様に先進太陽電池に役立てることができる 10。 
 
－ HelioVolt 社(オースティン、テキサス州)と再生可能エネルギー研究所(NREL：ゴ
ールデン、コロラド州)は、HelioVolt社の工業所有権の CIGS太陽電池用 FASST製
造技術のために最適化された非真空ナノ材料基盤蒸着工程の開発を追加するために、

NREL設備で行われる研究の共同研究開発契約(CRADA)の拡張を発表した 11。 
 
－インジウム酸化スズ(ITO)の代りに CNT 分散使用に基づいた斬新な太陽電池を開発
するために、Eikos 社(フランクリン、マサチューセッツ州)は、NREL と協力した。
共同チームは、スパッタによる酸化亜鉛透明電極の代りに CNTを使用して、酸化亜
鉛で 19.5%の最大推測値に対して、13%の効率を持つ CIGS太陽電池を作成した。 
チームはさらに、まず ITO層を、その後、OLEDとほとんど同じ方法で有機太陽

電池に使用されている、付随する PEDOT層を Eikos社の CNT分散に置き換えた 2
つの有機太陽電池を生産した。スパッタによる ITO層を組込む典型的な有機太陽電
池は、3～4%の効率を持っている(5%が現在達成された最大値)。しかし、CNT透明
電極層を持った Eikos/NREL有機太陽電池は 2.6%の効率である。PEDOT層の置き
換えは効率を 1.5%に減らした。再び、太陽電池と OLED の両方での他の活発な有
機質層に隣接している電気的トランスポート層として、PEDOT が果たす重要な役
割を確認した 12。 

 
燃料電池 

 
－ QuantumSphere 社(サンタアナ、カリフォルニア州)は、直接メタノール燃料電池

(DMFC)の電力の 45%増強を達成できた白金とコバルトナノ粒子 30～40%混合より
なる新しい白金/カーボンカソードを開発したと発表した。研究者は、さらにナノコ
バルトを加えることによって、同じ性能を達成できるが、材料費 50%低下に近い
2mg/cm2まで白金ローディングを削減することができたことを発見した 13。 

 
－ブルックヘブン国立研究所(アプトン、ニューヨーク州)の研究者は、炭素電極上のナ
ノ粒子白金で、自動車用途に典型的な断続的利用で見られる劣化を縮小する方法を

発表した。研究者は、電極へ金の層を導入し、金を 1.2 ボルトの電圧に繰り返し曝
すことにより 3D 金ナノクラスターを形成した。ナノクラスターは、白金の酸化を
減らし、またより高い性能安定性で電極を作成するために働いた 14。 

 
                                                  
10 (http://nanotechwire.com/news.asp?nid=4394&ntid=&pg=1 を参照) 
11 (http://www.heliovolt.com/PR_NRELCRADA2006.html を参照) 
12 (http://www.eikos.com/nrel.htmを参照) 
13 (http://www.qsinano.com/newsletter/2006_03/dmfc_performance.pdf を参照) 
14 (http://www.powermanagementdesignline.com/news/196901666 を参照) 
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－東芝は、携帯音楽プレーヤーに電力供給する DMFC試作機を開発したポータブル応
用向け DMFCの最大の提唱者である。同社は、燃料電池の新しい電極材料開発に大
きく投資し、いくつかの進展の中で、Pt-Fe-N(白金鉄窒素)触媒とカーボンナノファ
イバー陰極電極を生産し、従来の白金触媒よりも Pt-Fe-N 触媒で高い酸素還元活性
を得ている。東芝の基板電極構造のカーボンナノファイバー(通常のカーボンの代わ
り)の使用は、ナノ構造の利益を利用することを目指している。また、それは、少な
い空気供給での向上した DMFC 性能を報告している。(米国特許 7,189,472 は、燃
料電池開発で東芝のナノファイバー使用について記述している) 

 
－パシフィック燃料電池)社(Pacific Fuel Cell：タスティン、カリフォルニア州)は、

Bourns社(リヴァーサイド、カリフォルニア州)と共同で、生産規模試作のカーボン
ナノ材料基盤膜電極アセンブリー(nanoMEAs)を匿名の顧客へ出荷した。パシフィ
ック燃料電池社は、ポータブルおよびマイクロ燃料電池市場の燃料電池の安価で高

性能な nanoMEAsの開発および生産に関わるナノテクノロジー企業である。MEAs
は燃料電池システムの重要な部品である 15。 
さらに、同社は、燃料電池部品を生産するために、オハイオ州ウィロビーで 24000

平方フィートの工場の開設を最近発表した。 
 
－パシフィックノースウエスト国立研究所(リッチランド、ワシントン州)およびアイダ
ホ大学(モスクワ、アイダホ州)の科学者は、水素燃料電池で使用するために、白金と
ルテニウム合成の小さな粒子で修飾された多層カーボンナノチューブの非常に効率

的な触媒を開発した 16。 
 
－ 米国防兵器研究所は nanoMaterials Discovery社(NDC：シャイエン、ワイオミン
グ州)に、燃料として、爆発物や推進剤のようなエネルギー物質を利用する新しいク
ラスの燃料電池を開発する 470万ドルの契約を与えた。NDCは高性能の組合せ電気
化学法を使用して、ナノ構造化材料を開発する 17。 

 
熱電気 

 
－ 2006 年に、NASA は、非常に効率的な熱電気ナノ構造化材料を開発するために、

Voxtel社(ビーヴァートン、オレゴン州)に 7万ドルの研究開発契約を与えた 18。 
 
－ Nextreme Thermal Solutions社(リサーチトライアングルパーク、ノースカロライ
ナ州)は、カリフォルニア工科大学(Caltech)からの新しい薄膜熱電気技術をライセン

                                                  
15 (http://nanotechwire.com/news.asp?nid=3046&ntid=&pg=1 を参照) 
16 (http://www.physorg.com/news66315649.htmlを参照) 
17 (http://www.nanomaterialsdiscovery.com を参照) 
18 (http://www.azonano.com/news.asp?newsID=1844 を参照) 
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スする排他的オプションに署名したと発表した。この技術は、NASA のジェット推
進研究所で行われた薄膜熱電装置に関する先導的研究を対象とする 19。 

 
バッテリーと超キャパシタ 

 
－ A123 システムズ社(ウォータータウン、マサチューセッツ州)は、MIT(ボストン、
マサチューセッツ州)で開発された新しいリチウム金属リン酸塩化学材料を商業化
するために 2001年に設立された企業である。このバッテリー技術は、リチウムイオ
ン電池の通常の酸化物化学材料の代わりにリチウム金属リン酸塩ナノ粒子被膜のア

ルミニウム電極を使用する。A123システムズ社によれば、ナノメートルサイズの粒
子は、通常のリチウムイオン化学材料より電流により多くのイオンを放出し、熱を

減らす。 
A123 システムズ社は、中国 BAK バッテリー社(北京、中国)との製作協定により

アジアにその新しい電池化学のための生産をセットアップしており、初期にはパワ

ーツール応用をターゲットとしている。 
しかしながら、2007 年 1 月に、A123 システムズ社は、自動車・定置応用のニッ

ケル金属ハイブリッド電池専門開発企業の Cobasys 社(オリオン、ミシガン州)との
協力を発表し、ハイブリッド電気自動車(HEV)応用のリチウムイオンエネルギ貯蔵
システムの開発、製造、販売、サービスを行う。シェブロンテクノロジーベンチャ

ーLLC(Chevron Technology Ventures LLC)と Energy Conversion Devices社の間
のジョイント・ベンチャーである Cobasys社は、ゼネラル・モーターズからプラグ
イン・ハイブリッド電気自動車プログラムの契約を与えられている。 
さらに、A123システムズ社は、その大量生産されたナノ・リン酸エステル基盤電

池技術を使用して、商業品質の燃料電池ハイブリッド伝動機構で使用される高電圧

電池モジュールを開発していると発表した。同社は、米国運輸省の連邦公共交通機

関管理所の下の全米燃料電池バスプログラムのためにこれらのモジュールの設計製

作にジェネラルエレクトリック社とバラードパワーシステム社と共に緊密に働いて

いる 20。 
 
－ mPhase テクノロジー社(リトルフォールズ、ニュージャージー州)は、ピカニー、
ニュージャージー州で米国陸軍兵器研究開発技術センター(ARDEC)からの共同契
約(CRADA)に署名したと発表した。契約の目的は、mPhase 社のスマートナノバッ
テリーおよび超高感度磁力計を共同してテストし評価することである 21。 
さらに、2006年には、同社は、ルーセント・テクノロジー社の研究開発部門のベ

                                                  
19 (http://www.nextremethermal.com/pages/tech/tech.html を参照) 
20 (http://www.a123systems.com/html/news/articles/102606_pr.html and also  

http://www.a123systems.com/html/home.html を参照) 
21 (http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=115986&p=irol-newsArticle&ID=959192&highlight= 

を参照) 
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ル研究所とその協定を拡張し、共同ナノテクノロジー開発取り組みを継続する。 
 
－バッテリー用先進リチウム材料のもう一方の開発企業はアルテアー・ナノテクノロ

ジーズ社(リノ、ネバダ州)である。同社はさらにHEV市場をターゲットとしている。
アルテアー社のリチウム電池(NanoSafe)は、ナノ構造化チタン酸リチウム電極特色
とし、価値ある提案は、長期の繰り返し後の高い再充電率と低い容量損失の二つの

要素があるようである。 
2006 年 11 月に、パートナーのフェニックスモーターカー社とボシャートエンジ

ニアリング社と働くアルテアー社は、15,000サイクルの後に 10分の再充電率と 85%
より高い容量保持率を持っている 35kW 時の NanoSafe バッテリーの性能について
報告している 22。 

 
－ NEI社(サマセット、ニュージャージー州)は、チタン酸リチウム、リチウム酸化マン
ガン、リチウムりん酸鉄およびリチウムニッケルコバルト酸化アルミニウムのような

一連の電極材料の供給者である。NEI社とユナイテッドナノテクノロジー社は、アジ
ア向けに高性能リチウムイオン電池電極用ナノ材料を製造し販売するためにインド

にジョイント・ベンチャーのユナイテッドナノテクプロダクツ社を立ち上げた 23。 
新しい企業は、2008年までに 1年当たり約 90トンまで生産を拡大する予定である。 

 
－ EnerDel 社(インディアナポリス、インディアナ州)は HEV 応用向けバッテリーに
同社のナノ構造化リチウム酸化マンガン電極を組入れている 24。 

 
－デグサ社(ハーナウ、ドイツ)もまた、向上したリチウム電池用の一連のナノ材料を開
発している。同社は、電極材料としてチタン酸リチウムを生産している。また、同

社のクリービステクノロジー&イノベーション・ユニットは、電池セパレーターの
役割をするナノ構造化セラミック膜を開発した。セパレーターは、イオンが浸透す

る電解質を通り抜けることを可能にする一方で、電極を電気的に分離している。 
SEPARIONと呼ばれるクリービス社のセパレーターは、ここではポリエステル不

織布の基質上に被膜された特別あつらえの細孔径を持つ無機の支持を使用して、透

明導電性被膜(デグサ社の別の専門)に似ている方法で製造される。この膜は非常に多
孔質で薄いので、電解質を浸透させた時、膜は低いイオン抵抗を示す。クリービス

社は、そのセパレーターの主な利点は、高い化学的・熱的安定性と速い再充電率で

あると述べている 25。 
 
 
                                                  
22 (http://www.altairnano.com/news.html を参照) 
23 (www.neicorporation.com/PDFs/neijv.pdf を参照) 
24 (http://www.ener1.com/news/newsr_09_12_06.html を参照) 
25 (http://www.creavis.com/site_separion/en/default.cfm を参照) 
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－サイエンス誌の報告書は、より強力な超キャパシタを開発する際に、科学者が進展

させた進歩を示している。報告書によれば、研究者は、もしカーボン超キャパシタ

中の細孔の寸法が 1 ナノメートル未満ならば、イオンはカーボン構造中を移動する
ことができないで電荷貯蔵能力が低下する、と長い間信じていた 26。 
しかしながら、ドレクセル大学(フィラデルフィア、ペンシルベニア州)とびポー

ル・サバティエ大学(ツールーズ、フランス)の研究者は、カーボン基盤の超キャパシ
タのナノスケール構造制御によって、彼らは超キャパシタが保持できる電荷の量を

増加させたと主張している。細孔径を制御することを可能とする斬新な製作プロセ

スを使用して、研究者は、標準の超キャパシタパウダーが保持するよりも、50%以
上多い電荷を保持する 0.6ナノメートル細孔のパウダーを作成した。 

 
－昭和電工は、リチウムイオン電池の添加剤として使用する需要が増大するとともに、

VGCFカーボンナノファイバーの生産能力を 100トン／年に増加させることを決定した
27。 

 
水素貯蔵 

 
－ 2006年にナノミックス(Nanomix)社(エメリーヴィル、カリフォルニア州)は、3件
の米国追加特許を取得したと発表した。この新しい特許 (U.S. 6,986,258、U.S. 
6,991,773および U.S. 7,036,324)は、水素貯蔵技術に関連し、この分野でのナノミ
ックス社に出された 3件の初期の特許に続く。 

 
－米国標準技術研究所(NIST：ゲチスバーグ、メリーランド州)とトルコのビルケント
大学の研究者は、よく知られた安価な分子のエチレンが、効率的で安全な水素貯蔵

媒質の骨組を開発する際の重要な基礎になりえる、と最近発表した。チームの計算

は、4 つの水素原子が 1 対の炭素原子に結合しているエチレン分子の反対端へのチ
タン原子付着が、エチレンチタン複合体上に吸収できる水素分子 10個、合計水素原
子 20個、の純益をもたらすことを示している。吸着水素分子は、チタンエチレン複
合体重量の約 14%を占める。この値は、固体材料中の経済的に実用的な水素貯蔵の
米国エネルギー省の最小目標値 6.5%のおよそ 2倍である 28。 

 
－ロシア科学院ウラル支部の応用力学研究所(Institute of Applied Mechanics)の研究者
は、フラーレンを含んでいるフラーレンおよび他のナノ構造の吸収特性が完全には研

究されていないと考えている。分子動力学的方法を使用して、彼等は、様々な圧力お

よび温度の C20、C60、C80、C180、C240、C540 フラーレンおよび C46、C167、

                                                  
26 (http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/1132195 を参照) 
27 (http://www.azonano.com/news.asp?newsID=2843 for more information を参照) 
28 (http://www.nist.gov/public_affairs/techbeat/tb2006_1207.htm#hydrogen を参照) 
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C505炭素クラスターによる水素吸蔵プロセスの数値解析を行った。研究者によれば、
60度ケルビンの温度と 10 MPの圧力で吸収された水素の量は、13.61%に達成し、液
体窒素温度 77度ケルビンで 10 MPの圧力では、6.6パーセントに達する 29。 

 
－バージニア州立大学(リッチモンド、バージニア州)の研究者は、水素原子の貯蔵槽と
して役立つことができるリチウム被膜バッキーボール材料の理論的な組成について

報告した。研究者によれば、コンピューター・モデルを使用して設計された理論的

バッキーボールは 12 個のリチウム原子を持っており、60 個の水素分子が格納する
ことができる 30。 

 
翻訳・編集：NEDO情報・システム部 

（出典： SRI Consulting Business Intelligence Explorer Program） 
 
参考： 
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） 
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/966/966-03.pdf 

                                                  
29 (http://www.azonano.com/news.asp?newsID=3869 を参照) 
30 (See http://www.azonano.com/news.asp?newsID=2711 を参照) 


