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(57)【要約】
ナノスケール共金属構造を用いた太陽光変換のための装
置および方法を開示する。共金属構造は共軸であっても
共平面であってもよい。太陽電池として使用されるナノ
スケール光学装置（１００）は、各々が第１の電気導体
（１２０）と第２の電気導体（１６０）との間に配置さ
れる光起電性材料（１８０）を含む複数のナノスケール
共金属構造を備える。太陽電池の製造方法は、複数のナ
ノスケール平面構造を準備するステップと、複数の平面
構造の複数の平面を、複数の平面間に空間を残しつつ、
光電半導体（１８０）で被覆するステップと、光電半導
体（１８０）を外側導体層で被覆するステップとを含み
、外側導体層の一部が平面構造間に配置されて共平面構
造を形成する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　太陽電池として使用されるナノスケール光学装置において、複数のナノスケール共金属
構造を有し、該複数のナノスケール共金属構造の各々が第１の電気導体と第２の電気導体
との間に光起電性材料を備えたことを特徴とするナノスケール光学装置。
【請求項２】
　前記第２の電気導体を越えて延在する前記第１の電気導体の突出部をさらに備える請求
項１に記載のナノスケール光学装置。
【請求項３】
　前記複数のナノスケール共金属構造を支持する基板をさらに備える請求項１に記載のナ
ノスケール光学装置。
【請求項４】
　前記第１の電気導体と前記第２の電気導体との間に透明導体をさらに備える請求項１に
記載のナノスケール光学装置。
【請求項５】
　前記複数の共金属構造が直列に接続され、総電圧が各共金属構造によって光生成された
電圧の総計となる請求項１に記載のナノスケール光学装置。
【請求項６】
　前記複数の共金属構造が並列に接続され、総電圧が各共金属構造によって光生成された
前記電圧の最小値と最大値との間になる請求項１に記載のナノスケール光学装置。
【請求項７】
　前記光起電性材料の厚さがキャリア拡散長と同等である請求項１に記載のナノスケール
光学装置。
【請求項８】
　複数のナノスケール共軸構造を備え、該複数のナノスケール共軸構造の各々が、光起電
性材料に接触し外側導体層で被覆された導電性コアを有することを特徴とする太陽電池。
【請求項９】
　前記光起電性材料は前記導電性コアの一部と接触する請求項８に記載の太陽電池。
【請求項１０】
　前記外側導体層を越えて延在する前記導電性コアの突出部をさらに備える請求項８に記
載の太陽電池。
【請求項１１】
　前記複数のナノスケール共軸構造を支持する基板をさらに備える請求項８に記載の太陽
電池。
【請求項１２】
　前記光起電性材料は光電半導体で構成されるｐ－ｎ接合を含む請求項８に記載の太陽電
池。
【請求項１３】
　前記光起電性材料は、ｐ型半導体層、真性光電半導体層、およびｎ型半導体層で形成さ
れるｐ－ｉ－ｎ接合を含む請求項８に記載の太陽電池。
【請求項１４】
　前記導電性コアと前記外側導体層との間に透明導体をさらに備える請求項８に記載の太
陽電池。
【請求項１５】
　前記複数の共軸構造が直列に接続され、総電圧が各共軸構造によって光生成された電圧
の総計となる請求項８に記載の太陽電池。
【請求項１６】
　前記複数の共軸構造が並列に接続され、総電圧が各共金属構造によって光生成された電
圧の最小値と最大値との間になる請求項８に記載の太陽電池。
【請求項１７】
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　前記光起電性材料の厚さがキャリア拡散長と同等である請求項８に記載の太陽電池。
【請求項１８】
　複数のナノスケール共平面構造を有し、該複数のナノスケール共平面構造の各々が第１
の導電層と第２の導電層との間に光電層を備え、
　光が前記第１の導電層と前記第２の導電層との間の前記共平面構造に入射することを特
徴とする太陽電池。
【請求項１９】
　前記第１の導電層は前記第２の導電層に略平行である請求項１８に記載の太陽電池。
【請求項２０】
　前記第２の導電層を越えて延在する前記第１の導電層の突出部をさらに備える請求項１
８に記載の太陽電池。
【請求項２１】
　前記複数のナノスケール共平面構造を支持する基板をさらに備える請求項１８に記載の
太陽電池。
【請求項２２】
　前記第１の導電層と前記第２の導電層は前記光電層を介してのみ電気的に接触する請求
項１８に記載の太陽電池。
【請求項２３】
　前記光電層が平面ｐ－ｎ接合を含む請求項１８に記載の太陽電池。
【請求項２４】
　前記光電層が、ｐ型半導体層、真性光電半導体層、およびｎ型半導体層で形成される平
面ｐ－ｉ－ｎ接合を含む請求項１８に記載の太陽電池。
【請求項２５】
　前記第１の導電層と前記第２の導電層との間に透明導体をさらに備える請求項１８に記
載の太陽電池。
【請求項２６】
　前記複数の共平面構造が直列に接続され、総電圧が各共平面構造によって光生成された
電圧の総計となる請求項１８に記載の太陽電池。
【請求項２７】
　前記複数の共平面構造が並列に接続され、総電圧が各共金属構造によって光生成された
電圧の最小値と最大値との間になる請求項１８に記載の太陽電池。
【請求項２８】
　前記光電層の厚さがキャリア拡散長と同等である請求項１８に記載の太陽電池。
【請求項２９】
　複数のナノスケール平面構造を準備するステップと、
　前記複数の平面間の空間を残しつつ、前記複数の平面構造の複数の平面を光電半導体で
被覆するステップと、
　前記光電半導体を外側導体層で被覆するステップと、を備え、
　前記外側導体層の一部を前記平面構造間に配置して共平面構造を形成することを特徴と
する太陽電池の製造方法。
【請求項３０】
　前記光電半導体は前記複数の平面構造の前記複数の平面をコンフォーマルに被覆する請
求項２９に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、米国陸軍ナティック兵士システムセンターからの契約第ＤＡＡＤ１６－０２
－Ｃ－００３７号により全部または一部が政府支援されたもので、米国政府は本発明に一
定の権利を有する。
【０００２】
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　本明細書に開示される実施形態は、ナノスケール光学を利用した太陽エネルギー変換の
分野、より詳細には、共軸および共平面を含むナノスケール共金属構造を利用した太陽光
変換のための装置および方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ナノスケール光学とは、サブ波長（可視光の場合）の単位次元に構成された物質との光
学的相互作用の学問である。ナノスケール光学は、ナノリソグラフィ、高密度光学データ
記憶、ナノメートル規模の光化学、太陽電池、サブ波長位置分解能での材料撮像および表
面改質、生物学的および固体構造の局所線形および非線形分光、量子コンピューティング
、および量子通信などの光学技術において多数の用途を有する。
【０００４】
　概して、太陽エネルギーは、２つの方法すなわち電気（太陽光発電）と熱（太陽熱）と
して採り入れることができる。既存の太陽電池はすべて１００％未満の効率である。つま
り、太陽電池は入射太陽エネルギーの１００％未満を使用可能な形式に変換する。現時点
で、高効率太陽電池は、平均開口面効率（ＡＡＥ）が約１０～２８％のｐ－ｎ接合光電（
ＰＶ）電池と、平均ＡＡＥが約１７％のモジュールでのみ実現可能と思われる。調査グレ
ードの多重接合集光器では、約３９％もの高い効率が報告されている。これらは、高価な
結晶性半導体に基づく。標準的な結晶シリコン（ｃ－Ｓｉ）ＰＶ技術に関しては、材料コ
ストが薄膜形成のコストよりも約５０％も高いだけでなく、非晶質シリコン（ａ－Ｓｉ）
製の可撓基板ＰＶなどと比べて設置コストも高い。非晶性半導体に基づく安価なＰＶは、
以下のＡＡＥを有する。ａ－Ｓｉは約１２％、ＣｄＴｅ（テルル化カドミウム）は約１６
％、ＣＩＳ（ジセレン化銅インジウム）は約１９％。Ｂ．ｖｏｎ　Ｒｏｅｄｅｒｎ、Ｋ．
Ｚｗｅｉｂｅｌ、およびＨ．Ｓ．Ｕｌｌａｌ、“Ｔｈｅ　ｒｏｌｅ　ｏｆ　ｐｏｌｙｃｒ
ｙｓｔａｌｌｉｎｅ　ｔｈｉｎ－ｆｉｌｍ　ＰＶ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ　ｆｏｒ　
ａｃｈｉｅｖｉｎｇ　ｍｉｄ－ｔｅｒｍ　ｍａｒｋｅｔ　ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅ　ＰＶ
　ｍｏｄｕｌｅｓ”（「中期市場競争力を有するＰＶモジュールを実現する多結晶質薄膜
ＰＶ技術の役割」）、第３１回ＩＥＥＥ光電池専門家会議および展示会、フロリダ州、レ
イクブエナビスタ、２００５年１月３～７日を参照。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　安価な電池の低効率の背景にある基本的な物理現象は、高い光子吸収効率と電荷収集効
率とを同時に保証する際の困難さに直接関連する。これは、太陽電池に入射する光、およ
びその光と光電半導体材料との相互作用によって放出される電子と正孔の同時性要件から
生じる。すなわち、光起電性材料は、（光子の形で）光を吸収するのに十分なほど厚くな
ければならないが、解放された電荷キャリア（電子と正孔）が採取されるエッジ（上部と
下部）に首尾よく移動できるように十分薄くなければならない。
【０００６】
　さらに、ａ－Ｓｉベースの太陽電池に関しては、安定化効率は、ステーバー－ロンスキ
ー効果（ＳＷＥ）として知られる光誘起欠陥生成のために初期値よりも通常約１５％低い
。Ｄ．Ｌ．ＳｔａｅｂｌｅｒとＣ．Ｒ．Ｗｒｏｎｓｋｉ、“Ｒｅｖｅｒｓｉｂｌｅ　ｃｏ
ｎｄｕｃｔｉｖｉｔｙ　ｃｈａｎｇｅｓ　ｉｎ　ｄｉｓｃｈａｒｇｅ－ｐｒｏｄｕｃｅｄ
　ａｍｏｒｐｈｏｕｓ　Ｓｉ”（「放電生成非晶質Ｓｉにおける可逆的導電率の変動」）
Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．Ｌｅｔｔ．３１、２９２－２９４（１９７７）。活性ＰＶ層の厚み
を減らし、表面に波形をつけることによって、効率は大幅に向上するが、低キャリア移動
度と寿命積およびＳＷＥは構造不規則性のため、半導体の局所電子状態の帯テールによっ
て制御される。構造不規則性は、生成されたキャリアの拡散長を大幅に低減する非晶性材
料のすべてにとって根本的な問題である。
【０００７】
　光学レクテナを用いて太陽電池を製造しようとする従来技術の試みは、低コストで大規
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模金属ナノ構造を実現する上で大きな問題があった。近年、多層カーボンナノチューブ（
ＭＷＣＮＴ）は、入射する可視光を受信し伝送する光学アンテナのように働くと報告され
ている。これらのナノ構造は高度に金属性で、良好に整列した成長方位を有することが示
された。ＭＷＣＮＴは、電子ビームリソグラフィなどの高価で時間のかかる最新技術を使
用せずに、定着したプラズマ強化化学蒸着（ＰＥＣＶＤ）法によってほとんどの導電性基
板または半導体基板で低コストで大規模に製造することもできるが、上記最新技術は、拡
張性はないが当該分野において大部分のその他の実験的アプローチによりいまだに否応な
く使用されている。よって、高効率で低コストの新たな種類の太陽電池が、当該技術で必
要とされる。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　ナノスケール共金属構造を使用した太陽光変換の装置および方法を以下に開示する。共
金属構造は共軸であっても共平面であってもよい。
【０００９】
　本発明の態様によると、複数のナノスケール共金属構造を備える太陽電池として使用さ
れるナノスケール光学装置を提供するもので、該複数のナノスケール共金属構造は、それ
ぞれが第１の電気導体と第２の電気導体との間に位置する光起電性材料を含むことを特徴
とする。
【００１０】
　本発明の態様によると、複数のナノスケール共軸構造を備える太陽電池を提供するもの
で、該複数のナノスケール共軸構造は、それぞれが光起電性材料に接触し、外側導体層で
被覆される導電性コアを含むことを特徴とする。
【００１１】
　本発明の態様によると、複数のナノスケール共平面構造を備える太陽電池を提供するも
ので、該複数のナノスケール共平面構造は、それぞれが第１の導電層と第２の導電層との
間に位置する光電層を含み、光は、第１の導電層と第２の導電層との間の共平面構造に入
射することを特徴とする。
【００１２】
　本発明の態様によると、太陽電池の製造方法を提供するもので、該方法は、複数のナノ
スケール平面構造を準備するステップと、複数の平面構造の複数の平面を、複数の平面間
の空間を残しつつ光電半導体で被覆するステップと、外側導体層で光電半導体を被覆する
ステップとを備える。外側導体層の一部は平面構造間に位置して共平面構造を形成するこ
とを特徴とする。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明の実施形態を添付図面を参照してさらに説明する。複数の図において同様の構造
には同じ参照符号を付す。図面は必ずしも等縮尺である必要はなく、本発明の実施形態の
原理を説明することに重点を置くものである。
【００１４】
　図面は本発明の実施形態を説明しているが、図示以外の実施形態も言及しているように
考えるべきである。ここでの開示は、表示のための説明的な実施形態を提示しているだけ
で限定するものではない。本発明の実施形態の原理の範囲と精神に属する多数の他の変形
や実施形態が可能である。
【００１５】
　ここで開示される実施形態は、ナノスケール光学を用いた太陽エネルギー変換の分野に
関し、より詳細には、ナノスケール共金属構造を用いた太陽光変換の装置および方法に関
する。太陽電池は、太陽エネルギーを収集または吸収し、太陽エネルギーを電気、熱、ま
たはその他の使用可能な形態に変換する装置である。ナノスケール共金属太陽電池の製造
方法も開示する。以下の定義は、ここで開示の実施形態の様々な態様と特徴を説明するの
に使用するものである。
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【００１６】
　本明細書で言及されるように、「カーボンナノチューブ」、「ナノチューブ」、「ナノ
ワイヤ」、および「ナノロッド」は置換可能に使用される。
【００１７】
　本明細書で言及されるように、「ナノスケール」は、約５０００ナノメートル（１ナノ
メートルは１０億分の１メートル）未満の距離と特徴を指す。
【００１８】
　本明細書で言及されるように、「単層カーボンナノチューブ」（ＳＷＣＮＴ）は、円柱
状に巻かれた１枚のグラフェンシートを含む。「２層カーボンナノチューブ」（ＤＷＣＮ
Ｔ）は、平行な２枚のグラフェンシートを含み、複数のシート（通常、約３～約３０枚）
を含むものが「多層カーボンナノチューブ」（ＭＷＣＮＴ）である。
【００１９】
　本明細書で言及されるように、「単心共軸送電線」（ＳＣＣＴＬ）は、中心に１つのナ
ノチューブを有する。「２心共軸送電線」（ＤＣＣＴＬ）は中心に２つのナノチューブを
有する。
【００２０】
　本明細書で言及されるように、ＣＮＴは、個々の細管の縦軸が互いに略平行な面で配向
されるように「整列」されている。
【００２１】
　本明細書で言及されるように、「細管」は個々のＣＮＴである。
【００２２】
　本明細書で使用される用語「直線ＣＮＴ」は、個々のＣＮＴ細管の表面から直線軸に沿
って生じる分岐を含まないＣＮＴを指す。
【００２３】
　本明細書で使用される用語「アレイ」は、互いに近接して基板材料に装着される複数の
ＣＮＴ細管を指す。
【００２４】
　本明細書で言及されるように、「ナノスケール共軸線」は、複数の同心層を含むナノス
ケール共軸ワイヤを指す。一実施形態では、ナノスケール共軸線は３つの同心層すなわち
内側導体、コアの周囲の光起電被覆、および外側導体を有する。共軸線内の電磁エネルギ
ーの伝送は波長に依存せず、横電磁（ＴＥＭ）モードで生じる。一実施形態では、内側導
体は金属コアである。一実施形態では、外側導体は金属遮蔽材である。
【００２５】
　本明細書で言及されるように、「ナノスケール共平面線」は、複数の平行層を含むナノ
スケール共平面構造を指す。一実施形態では、ナノスケール共平面線は、３つの平行層す
なわち２つの金属導体とその導体間の光起電被覆とを有する。共平面線内の電磁エネルギ
ーの伝送は波長に依存せず、横電磁（ＴＥＭ）モードで生じる。
【００２６】
　本明細書で言及されるように、「横電磁（ＴＥＭ）」は、電場と磁場の両方が伝播方向
に直交する送電線内の電磁モードを指す。その他の可能なモードは、電場のみが伝播方向
に直交する横電場（ＴＥ）と磁場のみが伝播方向に直交する横磁場（ＴＭ）とを含むがそ
れらに限定されない。
【００２７】
　本明細書で言及されるように、「触媒遷移金属」は、いかなる遷移金属、遷移金属合金
、またはその混合物であってもよい。触媒遷移金属の例としては、ニッケル（Ｎｉ）、銀
（Ａｇ）、金（Ａｕ）、プラチナ（Ｐｔ）、パラジウム（Ｐｄ）、鉄（Ｆｅ）、ルテニウ
ム（Ｒｕ）、オスミウム（Ｏｓ）、コバルト（Ｃｏ）、ロジウム（Ｒｈ）、およびイリジ
ウム（Ｉｒ）を含むがそれらに限定されない。一実施形態では、触媒遷移金属はニッケル
（Ｎｉ）を含む。一実施形態では、触媒遷移金属は鉄（Ｆｅ）を含む。一実施形態では、
触媒遷移金属はコバルト（Ｃｏ）を含む。



(7) JP 2009-506546 A 2009.2.12

10

20

30

40

50

【００２８】
　本明細書で言及されるように、「触媒遷移金属合金」はいかなる遷移金属合金であって
もよい。好ましくは、触媒遷移金属合金は、２以上の遷移金属の均一混合物または固溶体
である。触媒遷移金属合金の例は、ニッケル／金（Ｎｉ／Ａｕ）合金、ニッケル／クロム
（Ｎｉ／Ｃｒ）合金、鉄／クロム（Ｆｅ／Ｃｒ）合金、およびコバルト／鉄（Ｃｏ／Ｆｅ
）合金を含むがこれらに限定されない。
【００２９】
　用語「ナノチューブ」、「ナノワイヤ」、「ナノロッド」、「ナノ結晶」、「ナノ粒子
」、および「ナノ構造」は、本明細書で置換可能に使用される。これらの用語は、数ナノ
メートル（ｎｍ）から約数ミクロンまでの範囲で、たとえば、最大寸法によって特徴付け
られるサイズの材料構造を指す。高度に対称的な構造が生成される用途では、サイズ（最
大寸法）は数十ミクロンもの大きさであり得る。
【００３０】
　用語「ＣＶＤ」は化学蒸着を指す。ＣＶＤでは、化学物質のガス混合物が高温で分離さ
れる（たとえば、ＣＯ２がＣとＯ２に）。これはＣＶＤの「ＣＶ」の部分である。その後
、遊離された分子の一部を近くの基板に蒸着させ（ＣＶＤの「Ｄ」）、残りを流出させて
よい。ＣＶＤ法の例は、「プラズマ強化化学蒸着」（ＰＥＣＶＤ）、「熱フィラメント化
学蒸着」（ＨＦＣＶＤ）、および「シンクロトロン放射化学蒸着」（ＳＲＣＶＤ）を含む
がこれらに限定されない。
【００３１】
　本明細書で言及されるように、「光信号」は、ガンマ線、Ｘ線、紫外光、可視光、赤外
線、マイクロ波、電波（ＵＬＦ、ＶＬＦ、ＬＦ、ＭＦ、ＨＦ、長、短、ＨＡＭ、ＶＨＦ、
ＵＨＦ、ＳＨＦ、ＥＨＦ）、宇宙マイクロ波背景放射線、およびその他の形態の電磁スペ
クトル放射を含む、任意の電磁放射パルスを指す。
【００３２】
　本発明の実施形態は、概して、ナノスケール光学装置を製造するためのナノスケール共
金属線の利用に関する。ナノスケール光学装置は、上面と下面を有する金属膜と複数の共
金属構造とから成る多機能ナノ複合材料である。ナノスケール共軸線は、光起電性材料が
充填され、中心に同心金属コアを有する金属シリンダを備える。各ナノスケール共軸線は
、膜表面を越えて延在する中央コアと、膜内に埋め込まれた部分とを有することができる
。ナノスケール共平面線は、光起電性材料を充填した介在空間を有する金属壁を備える。
各ナノスケール共平面線は、膜表面を越えて延在する壁と膜内に埋め込まれた部分とを有
することができる。
【００３３】
　共金属構造は、横電磁（ＴＥＭ）波が２つの金属間の空間で効率的に伝播されるように
、２つ以上だが通常２つの金属面が密接する構造である。金属またはその表面は、同じま
たは異なる金属材料で構成することができる。これらの金属のいくつかは、誘導放射線を
透過させることができる。共金属伝送線は、伝播の他のモード、たとえば、横電場（ＴＥ
）または横磁場（ＴＭ）モードも容認し得る。共金属構造の従来例は共軸ワイヤまたはケ
ーブルである。ナノスケール共金属構造は、共金属構造の２つの金属間の分離距離がナノ
スケールであり、よってナノスケールが約１～約数千ナノメートルの構造である。ナノス
ケール共金属構造の２つの主要例は、ナノスケール共軸ワイヤとナノスケール共平面送電
線である。これらの共金属構造の両方およびその変形は、波長が金属の分離距離（すなわ
ち、サブ波長伝播）よりも小さい波を含む波をＴＥＭモードで伝送することができる。固
定長共金属構造は定在波を可能とし、放射線共振器として機能する。ナノスケール寸法に
より、かかる波は、可視スペクトル内およびその近傍、すなわち、紫外線（約２００ｎｍ
～約４００ｎｍ）から赤外線（約８００ｎｍ～約５０００ｎｍ）の波を含む。
【００３４】
　外部放射線と共金属構造との結合効率は、構造の形状と動作モードに依存する。いくつ
かの共金属構造、たとえば、図１４～１６および図２０～２２に示される共平面構造は、
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波長よりもずっと小さな電極間分離距離であっても、何の構造も追加せずに放射線に結合
する。ナノスケール共軸線などのその他の構造では、波長以上の十分大きな外径を得るた
めの構造は必要ではない。電極間経路が照射波長よりもずっと小さい（すなわち、ＴＥＭ
モードのみが伝播できる）場合、アンテナのような特別な構造が必要とされるかもしれな
い。
【００３５】
　本発明の実施形態は、導電性媒体と、光起電活性媒体を充填したナノスケール共軸線に
整合されたナノアンテナインピーダンスを含む基本ユニットを用いることによって、光子
と電荷キャリアの採取効率を向上させる。ナノアンテナが効率的な光収集を実現する一方
、ナノスケール共金属部は収集された放射線を捕集し、電子－正孔ペアへの効率的な変換
を保証する。ナノスケール共軸の実施形態に関しては、共軸の対称性は、電磁放射のＴＥ
Ｍモードを伝えるのに効率的であるため、光子と電荷キャリアの両方について高い採取効
率をもたらす。ナノスケール共軸線長は高い光子採取を確保するため数ミクロン長にする
ことができ、ナノスケール共軸線幅は内部電極と外部電極間の高いキャリア採取を実現す
るのに十分なほどに直径を容易に小さくすることができる。共軸線は、サブ波長伝播、ひ
いては電極間の非常に小さな距離を可能にする。実際に、電極間の距離は、光伝播（すな
わちナノスケール）を阻害せずにキャリア拡散長より小さくてよい。ナノスケール共平面
の実施形態も電磁放射のＴＥＭモードを伝えるのに効率的であり、ゆえに光子と電荷キャ
リアの両方について高い採取効率をもたらす。
【００３６】
　本発明の実施形態は、横電磁（ＴＥＭ）伝送を可能にする任意の送電線とともに機能す
る。かかる線は、共軸送電線（すなわち、単心の共軸線）、図１２Ｂの４１に示されるよ
うな多心共軸送電線（多心共軸）、ストリップ線路、および共平面線を含むが、これらに
限定されない。ストリップ線路は、光電池の膜によって分離される２つの平坦な平行金属
電極（ストリップ）を有する送電線である。各電極の幅Ｌは照射波長より大きい。電極は
距離ｄだけ離れており、その距離は照射波長より小さいことがある。一実施形態では、複
数のコア（多心）を有するナノスケール共軸線は、光子と電荷キャリアの両方について高
い採取効率をもたらすために使用することができる。一実施形態では、ナノストリップ線
路（すなわち、ナノスケールでｄの可視光用のストリップ線路）は、光子と電荷キャリア
の両方について高い採取効率をもたらす。
【００３７】
　アンテナは外部共振器である。本発明の実施形態のナノアンテナは、大きなアスペクト
比を有する幅広い共振器であり、すなわち、長さｌが径ｄよりもずっと大きく、たとえば
、ｌ＞３ｄである。ナノアンテナのバンド幅は、太陽光スペクトル全体を覆うように同調
することができる。本明細書に記載のナノアンテナは従来のアンテナの方向特性を有し、
従来の無線技術が可視周波数範囲でのナノスケール光学システムに適用されることを立証
する。
【００３８】
　本発明の実施形態のシステム性能は、高い材料および設置コストなどの欠点なしでｃ－
Ｓｉの性能に匹敵する。本発明の実施形態のシステムは、さらに他の改良を可能にする。
多層方法では、光子エネルギーは半導体バンドギャップに整合させて、光子損失を最小限
に抑え、効率をさらに向上させることができる。
【００３９】
　図１Ａは、複数のナノスケール共軸構造を含むナノスケール光学装置１００の概略図を
示す。ナノスケール共軸構造は、インピーダンス整合アンテナ１１０と光起電性材料１８
０で被覆された共軸部分１１５とを有する内側導体１２０を含む。ナノスケール光学装置
１００は基板１９０によって支持される。内側導体１２０は、光学ナノアンテナ１１０を
形成するナノスケール共軸構造を越えて延在する。外側導体１６０は、共軸部分１１５の
外部被覆材である。複数のナノスケール共軸構造は、導電性マトリックス１４０に埋め込
まれる。ナノスケール共軸構造はナノスケール共軸太陽電池であってもよい。ナノスケー
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ル光学装置は本発明の実施形態により製造される。
【００４０】
　内側導体１２０は金属コアであってもよい。内側導体の金属の例は、カーボンファイバ
、カーボンナノチューブ、ニッケル（Ｎｉ）、アルミニウム（Ａｌ）、またはクロム（Ｃ
ｒ）などの純遷移金属、ステンレス鋼（Ｆｅ／Ｃ／Ｃｒ／Ｎｉ）またはアルミニウム合金
（Ａｌ／Ｍｎ／Ｚｎ）などの合金、および金属ポリマーを含むがこれらに限定されない。
その他の内部導体は、高ドープ半導体、および半金属（無視できるほど小さなバンドギャ
ップの金属、たとえば、グラファイト）である。当業者であれば、内側導体が当該技術に
おいて公知のその他の導電性材料であってもよく、本発明の実施形態の精神と範囲に含ま
れることを認識するであろう。
【００４１】
　光起電性材料１８０は、可視スペクトル内の光の吸収を最大化するバンドギャップを有
する。光起電性材料の例は、シリコン（Ｓｉ）、テルル化カドミウム（ＣｄＴｅ）、リン
化ガリウムインジウム（ＩｎＧａＰ）、ヒ化ガリウム（ＧａＡｓ）、ゲルマニウム（Ｇｅ
）、Ｃｕ（ＩｎＧａ）Ｓｅ、ＧａＰ、ＣｄＳ、アンチモン化インジウム（ＩｎＳｂ）、テ
ルル化鉛（ＰｂＴｅ）、Ｉｎｌ－ｘＧａｘＮ、有機半導体（たとえば、フタロシアニン銅
（ＣｕＰｃ））、誘電体、および当業者にとって公知の類似の材料を含むがこれらに限定
されない。光起電性材料は、結晶質（肉眼で見える規模の原子の周期的配列）、多結晶質
（顕微鏡でしか見えない規模の原子の周期的配列）、または非晶質（肉眼で見える規模の
原子の非周期的配列）のいずれでもあり得る。当業者であれば、光起電性材料は、可視ス
ペクトル内の光の吸収を向上させるようなバンドギャップを有する、当業者に公知のその
他の材料でもよいことを認識するであろう。光起電性材料１８０は、内側導体１２０の周
囲で均一であってよく、あるいは、光起電性材料１８０は、内側導体１２０を非均一に取
り巻いてもよい。
【００４２】
　外側導体１６０は金属であってもよい。よって、外側導体１６０は、金属円柱の形状を
取ってよい。外側導体の例は、カーボンファイバ、カーボンナノチューブ、ニッケル（Ｎ
ｉ）、アルミニウム（Ａｌ）、またはクロム（Ｃｒ）などの純遷移金属、ステンレス鋼（
Ｆｅ／Ｃ／Ｃｒ／Ｎｉ）またはアルミニウム合金（Ａｌ／Ｍｎ／Ｚｎ）などの合金、およ
び金属ポリマーを含むがこれらに限定されない。その他の内部導体は、高ドープ半導体、
および半金属（無視できるほど小さなバンドギャップの金属、たとえば、グラファイト）
である。当業者であれば、外側導体は当該技術において公知のその他の導電性材料であっ
てもよく、これらは本発明の実施形態の精神と範囲に含まれることを認識するであろう。
【００４３】
　図１Ｂは、図１Ａのナノスケール共軸太陽電池の上面図である。図１Ｂでは、内側導体
１２０の直径は２ｒで、外側導体１６０の直径は２Ｒである。当業者であれば、直径は変
動させることができ、本発明の実施形態の精神と範囲に含まれることを認識するであろう
。
【００４４】
　図２Ａ、図２Ｂ、および図２Ｃはそれぞれ、整列カーボンナノチューブの周囲に据えら
れたナノスケール共軸送電線の概略図および例示の図である。図２Ａ、図２Ｂ、および図
２Ｃは、複数のナノスケール共軸構造を有するアレイから選択された単一のナノスケール
共軸構造を示す。それらの概略図は、ナノスケール共軸太陽電池を製造する主要な３つの
ステップを示す。例示の図は、サンプル表面に対して３０度の角度で走査型電子顕微鏡（
ＳＥＭ）を用いて得られる。
【００４５】
　図２Ａは、整列カーボンナノチューブの概略図および例示の図である。プラズマ強化化
学蒸着（ＰＥＣＶＤ）法が、ニッケル触媒を用いて平均約５－６μｍ長の縦に整列された
多層直線カーボンナノチューブを成長させるために採用された（図２Ａ）。触媒は、ガラ
ス基板の上面にスパッタされた薄クロム層（約１０ｎｍ）上に電着された。
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【００４６】
　図２Ｂは、光起電性材料で被覆された後の整列カーボンナノチューブの概略図および例
示の図である。ナノチューブは、アルミニウム酸化物（Ａｌ２Ｏ３）の光電層で被覆され
た。光電層の厚さは約１００ｎｍ～約１５０ｎｍ以上である。
【００４７】
　図２Ｃは、光起電性材料と外側導電性材料で被覆された後の整列カーボンナノチューブ
の概略図および例示の図である。ナノチューブは、外側導体である約１００ｎｍ～約１５
０ｎｍ厚のクロム層でスパッタされた。一実施形態では、外側導体は１５０ｎｍより厚い
。
【００４８】
　図３は、整列カーボンナノチューブの周囲に据えられたナノスケール共軸送電線のアレ
イを示す。アレイは、基板１９０上に均一にあるいはランダムに配分されたナノスケール
共軸送電線を有してよい。ナノスケール共軸送電線は、基板１９０上に列で、または不均
等に配列されてよい。基板１９０は透明であってよい。基板１９０は、ポリマー、ガラス
、セラミック材料、カーボンファイバ、ガラスファイバ、またはその組み合わせから構成
されてよい。当業者であれば、基板は当該技術において公知のその他の材料であってもよ
く、本発明の実施形態の精神と範囲に含まれることを認識するであろう。
【００４９】
　縦に整列された導体（たとえば、多層カーボンナノチューブまたはその他のナノワイヤ
／ナノファイバ）のアレイは、成長させられるか又は基板に装着される。次に、導体は適
切な光起電性材料で被覆される。次に、導体は外側導体として機能する金属層で被覆され
る。
【００５０】
　ナノスケール共軸送電線のアレイは、（約１０ｎｍの）薄クロム層で被覆されたガラス
基板上で成長する縦に整列されたカーボンナノチューブを含む。この層上で、ナノチュー
ブのＰＥＣＶＤ成長のためのニッケル触媒が電気化学的に蒸着された。次に、ナノチュー
ブが１５０ｎｍのアルミニウム酸化物で被覆され、続いて１００ｎｍのクロムで被覆され
た。ナノスケール共軸のアレイ全体が、スピンオンガラス（ＳＯＧ）で充填された。この
スピンオンガラスは、アレイ機能に影響を及ぼさないが、ナノスケール共軸の上部を機械
的に研磨することを可能にする。このようにして、ナノスケール共軸コアを露出させるこ
とができ、それらのコアは波長に依存しない送電線として機能することができる。図３Ａ
は、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）によって視認される露出共軸構造を示す。
【００５１】
　図３Ｂは、走査型電子顕微鏡で視認される単一のナノスケール共軸送電線の断面図であ
る。図３Ｂは、研磨および露出後のナノスケール共軸送電線の内部構造を示す。
【００５２】
　図３Ｃは、シリコン（Ｓｉ）、クロム（Ｃｒ）およびアルミニウム（Ａｌ）の濃度マッ
ピングを示す共軸層の組成のエネルギー分散Ｘ線分光（ＥＤＳ）分析を示す。図３Ｃの点
線はＥＤＳ線走査の位置に相当し、３つの提示されているグラフは走査線に沿ったシリコ
ン（Ｓｉ）、クロム（Ｃｒ）、およびアルミニウム（Ａｌ）の濃度に対応する。図３Ｃは
、シリコン濃度がシリカ（ＳｉＯ２）を多量に含む領域で最も高いことを示す。同様に、
最高クロム濃度はナノスケール共軸層の金属被覆の領域に存在し、最高アルミニウム濃度
は光起電被覆（Ａｌ２Ｏ３）の領域で観察される。
【００５３】
　図３Ｄは、ナノスケール共軸の周囲の外側導体の凹状窪みに集光器を有するナノスケー
ル共軸太陽電池のアレイの断面図である。基板は可撓性である。一実施形態では、基板１
９０はアルミニウム（Ａｌ）箔、またはその他の可撓金属材料（銅、カーボンファイバ、
鋼、および類似の材料）である。基板は湿式化学方法および電気化学方法または従来の真
空蒸着技術（たとえば、スパッタリング、蒸発、および類似の技術）を用いて、触媒粒子
（たとえば、Ｆｅ、Ｎｉ、Ｃｏ）で被覆される。次に、ナノチューブである内部導体１２
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０が、本明細書に記載の技術（たとえば、ＣＶＤ、ＰＥＣＶＤ、および類似の技術）を用
いて成長させられ、基板領域が光電層１７０を形成する露出金属基板のみに影響を及ぼす
酸素にさらされる。半導体材料１８０の薄膜は従来の蒸着技術（たとえば、ＣＶＤおよび
類似の技術）を用いて成長させられる。最後に、基板領域が、光起電被覆１８０に対して
適切な湿潤特性を有する軟金属層１６０で被覆されて、集光器１８５が形成される。集光
器１８５は、被覆された内部導体１２０に隣接する凹状メニスカスである。一実施形態で
は、金属粉末または液体がコア間の間隔の充填に使用されて、その後、熱処理されて集光
器１８５を形成する。各ナノスケール共軸ユニット周囲の凹状メニスカス領域は集光器１
８５としての役割を果たし、追加アンテナがナノアンテナ自体よりもずっと大きい領域か
ら光を回収する。集光器１８５は、非常に高い効率を維持しつつ、太陽電池アレイ全体を
少数のナノスケール共軸ユニットで製造することを可能にする。集光器１８５は、当該技
術において公知の手法を用いて太陽電池アレイに単に追加することができる。
【００５４】
　一実施形態では、集光器１８５は、半導体塗布されたナノスケール共軸コアの表面を低
湿潤させる導電性媒体内で自己形成する。低湿潤金属媒体（たとえば、金属粉末または金
属粒子を含む液体）は外側導体１６０として蒸着され、熱処理は湿潤角、すなわち、集光
器１８５の曲率を制御するのに使用される。これは集光器１８５に各ナノスケール共軸コ
ア周りの凸状の窪みを形成する。
【００５５】
　図４Ａ、図４Ｂ、および図４Ｃは、白色光がナノスケール共軸送電線のアレイを透過す
る光学実験の結果を示す。図４Ａは、ナノスケール共軸送電線を表す暗点を有する反射光
で可視なアレイの表面トポグラフィーを示す。図４Ｂは、光るナノスケール共軸送電線の
明点を有する透過光で可視な図４Ａと同じアレイの表面トポグラフィーを示す。図４Ｃは
、反射光（図４Ａ）と透過光（図４Ａ）の合成としてアレイの表面トポグラフィーを示す
。図４Ａと図４Ｂの両方の照光するナノスケール共軸送電線における点の位置には非常に
良好な相関関係がある。透過光が白いままである（図４Ｂ）ということは、遮断周波数が
なく、波長に依存しない伝送を示唆する。
【００５６】
　本発明の実施形態のナノスケール共軸構造は、太陽電池ユニットの大規模製造のために
低コスト構成ブロックとして使用することができる。太陽電池は、ナノスケール共軸コア
として大規模に製造される非整列導体を含むことができる。図５は、非直線導体と可撓マ
トリックスとを有するナノスケール共軸太陽電池の一実施形態の断面図である。非直線導
体は、隣接導体に対して整列されていない。非直線導体は、任意の高導電性ナノチューブ
、ナノワイヤ、ナノファイバ、または類似の構造で使用することができる。
【００５７】
　非直線導体の例は、熱ＣＶＤ（化学蒸着）技術によって成長させられるカーボンナノチ
ューブであり得る。その後、内側導体は所望のバンドギャップの適切な半導体で化学的に
多重被覆され、最終的に金属化されて共軸構造を完成することができる。図５は非直線導
体を示す。適切なバンドギャップの半導体１８０ａ、１８０ｂ、１８０ｃで多重被覆され
た非直線導体１２０は、外側導体１６０を有する表面上に金属化され、導電性で可撓の媒
体１４５（たとえば、導電性塗料またはポリマー）内に埋め込まれる。突出部分１１０は
（たとえば、エッチングによって）露出させられ、光起電性材料１７０の薄層がこの構造
の上面に蒸着される。次に、第２の透明導体（たとえば、インジウムスズ酸化物またはそ
の他の導電性ポリマー）が貼付される。第１の接点１７２は突出部１１０に隣接し、光電
層１７０の上に位置する。第２の接点１７４は突出部１１０に対向する内側導体１２０の
端部に隣接し、導電性媒体１４５内に位置する。一実施形態では、アンテナ部は非整列で
、ランダムに配置され、ランダムに傾斜し、様々な長さを有する。非線形でランダムに配
置されるナノスケール共軸送電線は、非干渉性の広帯域の非偏光太陽放射線を捕捉するこ
とによって、回収効率を大幅に高める。
【００５８】
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　一実施形態では、様々なバンドギャップを有する半導体が、光子吸収効率を向上させる
ためにナノスケール共軸部分内で使用される。半導体バンドギャップと入射光子エネルギ
ーとの整合が良好であるほど、ナノスケール共軸ベースの太陽電池のエネルギー変換効率
が向上する。光起電性材料は、並列構造（図６Ａ）または直列構造（図６Ｂ）で内側導体
に沿って蒸着させることができる。図６Ａは、並列配置で配列された様々なバンドギャッ
プ半導体１８０ａ、１８０ｂの多層構造を有するナノスケール共軸太陽電池の正面斜視図
である。図６Ｂは、直列配置で配列された様々なバンドギャップ半導体１８０ａ、１８０
ｂ、１８０ｃの多層構造を有するナノスケール共軸太陽電池の正面斜視図である。半導体
が様々なバンドギャップを有する結果、回収された光子の様々なエネルギーが半導体バン
ドギャップと一層良好に整合させられるため、光子吸収がより効率的になる。
【００５９】
　一実施形態では、集光器１８５は、ナノスケール共軸太陽電池の上端から延在して光子
回収効率を高める。図７は、ナノスケール共軸太陽電池の上端から延在する集光器１８５
を備えたナノスケール共軸太陽電池の正面斜視図である。集光器１８５は、光子回収向上
のためにナノスケール共軸ワイヤの上端から延在する円錐部である。集光器１８５はホー
ンアンテナであって、マイクロ波技術において公知の様々な形状を取ることができる。集
光器１８５は、放物線状に傾斜した壁、直線的な円錐状の壁、または類似の形状を含むが
これらに限定されない。集光器１８５は金属性でもよい。集光器１８５は、金属、合金、
高ドープ半導体、導電性ポリマー、およびその他の導電性材料を含むがこれらに限定され
ない任意の高導電性材料で製造してよい。集光器１８５は、各ナノスケール共軸の外側導
体層の一体化部分とすることができる。集光器１８５は、ナノスケール共軸の頂部で別々
に製造される付属品とすることができる。集光器１８５は、半導体被覆ナノスケール共軸
コアの表面を不完全に湿潤させる「非湿潤」導電性媒体を採用することによって実現し、
図３Ｄに示されるように各ナノスケール共軸コアの周囲の凸状窪みを形成することができ
る。
【００６０】
　太陽電池の製造方法は、触媒材料で基板を被覆するステップと、ナノスケール共軸ユニ
ットの内部コアとして基板上で複数のカーボンナノチューブを成長させるステップと、基
板を酸化させるステップと、光起電膜で基板を被覆するステップと、ナノスケール共軸ユ
ニットの光起電膜を湿潤させる金属媒体で充填するステップと、を含む。
【００６１】
　ナノスケール共軸太陽電池は、以下に概説する方法または類似の方法を用いて製造する
ことができる。即ち、アルミニウム（Ａｌ）箔などの可撓金属基板は、湿式化学蒸着、電
気化学蒸着、ＣＶＤ、スパッタリング、蒸発、および類似の技術を含むがこれらに限定さ
れない任意の好適な技術によって触媒材料（たとえば、Ｎｉ）で被覆される。処理された
基板は、内部導体およびナノスケール共軸ユニットのコアとしてカーボンナノチューブま
たはその他の好適なナノロッド／ナノワイヤを触媒成長させるために使用される。ナノチ
ューブの成長は、ＣＶＤまたはＰＥＣＶＤおよび類似の技術を含む任意の適切な技術によ
って実行することができる。ナノチューブの成長後、基板の残りの露出面、すなわち、ナ
ノチューブ／ナノワイヤのない領域が酸化されて、基板と外側導体間の光電層を形成する
。その後、システム全体が、任意の好適な技術（たとえば、ＣＶＤ、電気化学蒸着、およ
び類似の技術）によって光電層で被覆され、最終的に金属媒体（たとえば、スズ（Ｓｎ）
粉末）を充填することができる。金属媒体とナノスケール共軸の外側導体間の弱い湿潤接
触を得るために、金属媒体を選択して処理すべきである。金属媒体は、任意の従来の技術
、たとえば、溶射、塗装、回転塗布、ＣＶＤ、蒸発、スパッタリング、および類似の技術
によって蒸着することができる。
【００６２】
　本発明の実施形態は、概して、ナノスケール光学装置を製造するためのナノスケール共
軸送電線（ＮＣＴＬ）の使用に関する。ナノスケール光学装置は、上面と下面を有する金
属膜と光起電性材料が充填された複数の円柱状経路とで形成された多機能ナノ複合材料で
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ある。ナノロッドのアレイは、複数の円柱状経路を通って金属膜を貫通する。ナノロッド
のアレイは、金属膜の表面を越えて延在する突出部と、金属膜内に埋め込まれた部分とを
有する。突出部はナノアンテナとして機能し、可視周波数で電磁放射線を授受することが
できる。埋込み部はナノスケール共軸送電線（ＣＴＬ）として機能し、ナノロッドの垂直
寸法を越える波長で外部放射線を伝播させることができる。
【００６３】
　ナノスケール光学装置は光を集束させることができるので、場を約１０３倍まで増強で
きる。金属膜に埋め込まれたナノ－ＣＴＬを有する光学ナノアンテナのアレイは、ナノス
ケールの寸法に光を効果的に圧縮する。ナノアンテナは可視周波数で電磁放射線を授受す
ることができる。ナノ－ＣＴＬにおける光の極度の圧縮は、ナノ－ＣＴＬの電極間の電子
の非対称トンネリングを招き、光周波数での整流作用と光の直流（ＤＣ）電圧への変換を
もたらす。この特性は、新たな種類の効率的で低コストのレクテナ太陽電池につながる。
ナノ－ＣＴＬにおける光の極度の圧縮は迅速で、従来の光周波数でのダイオード整流を不
可能ではないにしろ非効率にする通常の寄生静電容量によって制限されない。
【００６４】
　図８は、本発明の実施形態により合成されるナノスケール光学装置１００の概略図を示
す。ナノスケール光学装置１００は、光起電性材料１８０が充填された円柱状経路１６０
を通って金属膜１４０を貫通する金属ナノロッド１２０のアレイを有する。各ナノロッド
１２０は、金属膜の各面から突出する光学ナノアンテナ１１０と、金属膜内に埋め込まれ
るナノスケール共軸送電線（ＣＴＬ）１１５とを有する。
【００６５】
　図９Ａは、本発明の実施形態により合成されるナノスケール光学装置２００の基本構造
の３次元構成を示す。金属膜２４０を越えて延在するナノロッド２２０は、可視周波数で
の電磁放射線を授受可能なナノアンテナ１１０として機能する。光学ナノアンテナ１１０
のアレイによって回収される入射光は、共軸送電線（ケーブル）１１５のナノスケールの
経路に入るように圧縮されてから、ナノアンテナ１１０セグメントによって膜の反対側で
減圧（および再放射）される。ナノアンテナ１１０は従来のアンテナの方向性特徴を備え
、従来の無線技術が可視周波数範囲でナノスケール光学装置２００に適用されることを立
証する。光のための従来の共軸ケーブルを開発することも可能である。ナノスケール共軸
ケーブル１１５を使用する利点は、（導波管とは対照的に）遮断周波数を持たない、すな
わち、ナノスケール共軸ケーブル１１５が垂直寸法を超える波長での放射線の伝播を可能
にすることである。ナノスケール光学装置２００でナノスケール共軸ケーブル１１５を使
用する目的は、内部電極と外部電極間の限られた空間に外部放射線を導き圧縮することで
ある。この圧縮の度合いは以下のように推定することができる。整合アンテナはλ２のオ
ーダーである領域から放射線を回収する。続いて、この放射エネルギーは効率的に共軸送
電線に移送されて、そこでπ（Ｒ２－ｒ２）の領域に圧縮されるため、電力圧縮率はλ２

／π（Ｒ２－ｒ２）のオーダーである。半径ｒ≒５ｎｍのナノロッド１２０を採用し、垂
直寸法Ｒ≒２０ｎｍを使用することによって、可視範囲で数百程度の電力圧縮率が可能で
ある。
【００６６】
　共軸線内の電場は１／ρとして変動する。ここでρは中心からの半径距離なので、小さ
なｒに対して非常に大きくなる可能性がある。電場促進はλ／ρ程度であり、ｒ≒５ｎｍ
のナノロッド２２０では可視範囲で約１００程度であると立証することができる。さらな
る大幅な電場促進は、たとえば、金または銀の動作範囲で活性プラズモン共鳴を有するナ
ノロッド２２０を使用することによって達成可能である。計算によると、プラズモン（Ｍ
ｉｅ）共鳴により、１０４倍ものさらなる共鳴増強が実現される。総電場促進は、１０６

～１０７にもなると予測できるため、共軸ケーブルの光起電力における非直線プロセスを
トリガさせるのに十分なほど高く、送信電磁エネルギーの所望のスイッチオフを生じさせ
る。その効果を説明するため、プラズモンナノロッド２２０で達成され得る１０５の中程
度の促進を検討する。電場強度は入射線束１Ｗ／ｍ２に対して約２Ｖ／μｍであり、通常



(14) JP 2009-506546 A 2009.2.12

10

20

30

40

50

のレーザポインタより約１０００倍小さい。かかる電場強度は、通常のナノロッド２２０
からの電場放出を引き起こすのに十分である。
【００６７】
　図９Ｂは、図９Ａのナノロッド２２０の相対的特徴を示す走査型電子顕微鏡写真像を示
す。ナノロッド２２０は、ナノスケール光学装置２００内に直線的に整列される。図９Ｃ
は、図９Ａのナノスケール光学装置２００の透過型電子顕微鏡写真像を示す。図９Ａのナ
ノスケール光学装置２００では、製造中にナノスケール光学装置２００の上半分のみがエ
ッチングされ、下半分はエッチングされなかった。この結果、図９Ｃの透過型光学顕微鏡
写真像に示されるように、上半分だけが透過光を有する。
【００６８】
　図１０Ａは、ナノスケール光学装置１００の代表的な製造方法を示す。ステップ１では
、クロムは通常約１５ｎｍの厚さでガラス基板上にスパッタされる。選択された厚さの触
媒遷移金属（たとえば、ニッケル）が、ステップ２および３に示されるように、クロムガ
ラス上に電着され、その後、カーボンナノチューブが成長させられる。プラズマ強化化学
蒸着（ＰＥＣＶＤ）はステップ４に示されるように、クロム層をエッチングするのに使用
される。通常のＰＥＣＶＤは約１時間継続する。光起電性（または半導体）材料（たとえ
ば、ＳｉＯｘ、ただし、０≦ｘ≦２）が、ステップ５に示されるように基板上にスパッタ
される。当業者であれば、スパッタされた材料はナノスケール光学装置の適用によって必
要とされる特定の機能を有する任意の材料であってよく、本発明の実施形態の精神と範囲
に含まれることを認識するであろう。通常、光起電性材料が被覆されて、約１００ｎｍの
厚みをもたらす。次に、アルミニウムがスパッタされてから、ポリメタクリル酸メチル（
ＰＭＭＡ）が回転塗布され、ステップ６および７に示されるように、約４０分間約１８０
℃で焼結される。通常、約４００ｎｍのアルミニウムがスパッタされる。ステップ８では
、ナノロッド１２０の先端にアルミニウム層が、約２５分、約２０％Ｈ２ＳＯ４において
、４．０Ｖで、陽極としてサンプルを、陰極としてプラチナ電極を用いて電気化学エッチ
ングされる。この例では、サンプルの下半分のみがエッチングされた結果、透過型電子顕
微鏡写真像で見られるようにその部分だけが透過光を有する。
【００６９】
　図１０Ｂは、ナノスケール光学装置１００を製造する別の方法を示す。ステップ１では
、クロムは、通常、約１５ｎｍの厚さでガラス基板上にスパッタされる。選択された厚さ
の触媒遷移金属（たとえば、ニッケル）がステップ２および３に示されるように、クロム
ガラス上に電着され、その後、カーボンナノチューブが成長させられる。プラズマ強化化
学蒸着（ＰＥＣＶＤ）がステップ４に示されるように、クロム層をエッチングするのに使
用される。通常のＰＥＣＶＤは約１時間継続する。光起電性（または半導体）材料（たと
えば、ＳｉＯｘ、ここで、０≦ｘ≦２）がステップ５に示されるように、基板上にスパッ
タされる。当業者であれば、スパッタ材料がナノスケール光学装置の適用によって求めら
れる特定の機能を有する任意の材料で構成されてよく、本発明の実施形態の範囲と精神に
含まれることを認識するであろう。通常、光起電性材料が被覆されて約１００ｎｍの厚さ
をもたらす。次に、アルミニウムがステップ６に示されるように、被覆された基板上にス
パッタされる。通常、約４００ｎｍのアルミニウムがスパッタされる。ステップ７では、
ナノチューブの先端が研磨によって除去される。ステップ８では、ナノロッド１２０の先
端でのアルミニウム層の電気化学エッチングは、約２０％のＨ２ＳＯ４内で、４．０Ｖで
、サンプルを陽極として、プラチナ電極を陰極として約２５分で実現される。
【００７０】
　図１１は、可視周波数範囲におけるナノロッド１２０のアレイのアンテナ作用を実証す
る結果を示す。偏波もナノアンテナ長効果もどちらも、外部放射線がアンテナ理論と良好
に一致してナノロッド１２０の非周期的なアレイによって反射／散乱されるレーダ断面（
ＲＣＳ）型の実験において示される。主要部分は、最大ＲＣＳ散乱振幅でのナノアンテナ
長対照射波長を示す。図１１の右上図は、漸次変化するナノロッド１２０長により干渉色
（左から右）のサンプル写真図を示す。図１１の右下はナノロッド１２０の走査型電子顕
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微鏡写真画像を示す。
【００７１】
　図１２Ａは、本発明の実施形態により製造されたナノスケール光学装置１００の一部の
可視写真像を示す。ナノ－ＣＴＬ１１５は、緑色と赤色のレーザで背後から照らされてい
る。緑色光と赤色光のいずれもナノ－ＣＴＬ１１５を通って誘導される。各活性ナノ－Ｃ
ＴＬ１１５は緑色のハローによって取り巻かれる。より小さな赤色光の点も可視である。
図１２Ｂは、番号付けされたナノ－ＣＴＬ１１５の対応するＳＥＭクローズアップ（上面
図）を示す。ナノ－ＣＴＬの番号３７および番号４７は単心であり、番号４１および番号
４８は二重心である。ナノ－ＣＴＬ番号３７は、Ｓｉで被覆され、Ａｌ膜を貫通する円柱
管内に共軸に配置されるＣＮＴコアを備える。空隙（暗い輪）はＳｉで被覆されたＣＮＴ
とＡｌ壁とを分離する。図１２Ｂに示されるように、空隙は、放射線の波長（緑色の場合
～５５０ｎｍで赤色の場合６５０ｎｍ）よりもずっと薄い（～１００ｎｍ）。よって、ナ
ノ－ＣＴＬのサブ波長作用が実証された。
【００７２】
　一実施形態では、ナノスケール光学装置は図１３に示されるような太陽電池として使用
することができる。ナノ－ＣＴＬ（概して６５０で示す）内の非対称電極間電子トンネリ
ングは、太陽電池バッテリ６００の整流機構である。最大場は常に内部電極にあるので、
トンネリングは非対称である。よって、電子は内部電極から外部電極に通り抜ける。光電
池６８０（半導体）は金属光電インタフェースでのバンドオフセットを低減することがで
きる。これにより、光電池での電荷蓄積が除去され、電場誘起バンド屈曲と、その結果と
してトンネリングの迅速処理をもたらす。太陽放射６２０は、ナノロッド６４０のナノア
ンテナセグメント６３０を介してナノ－ＣＴＬ６５０に入る。十分大きな場がトンネリン
グをトリガする結果、外部電極に負電荷が蓄積する。内部電極が接続されて正帯電バッテ
リ端子を提供する。
【００７３】
　図１４は、第１の電気導体７１０と第２の電気導体７２０を含む平行共平面導波管７０
０を示す。一実施形態では、第１および第２の電気導体７１０および７２０は、互いに略
平行である。一実施形態では、第１および第２の電気導体７１０および７２０は金属電極
である。光起電性材料は、電気導体７１０と７２０との間の空間に配置することができる
。電気導体７１０と７２０間の空間には空気または真空を配置させることもできる。電気
導体７１０と７２０間に介在する空間に光起電性材料が充填されると、導波路機能は光エ
ネルギーを光起電性材料に運び、そこで光エネルギーは電気エネルギーに変換される。
【００７４】
　図１５は、複数の電気導体７１０、７２０、７３０を含む多層平行共平面導波管７０１
を示す。一実施形態では、複数の電気導体は互いに略平行である。一実施形態では、複数
の電気導体は金属電極である。光起電性材料は、複数の電気導体間の空間内に配置できる
。複数の電気導体間の空間には空気または真空を配置させることもできる。複数の電気導
体間に介在する空間に光起電性材料が充填されると、導波路機能は光エネルギーを光起電
性材料に運ぶように機能し、そこで光エネルギーは電気エネルギーに変換される。
【００７５】
　内部電気導体のいくつかは透明金属で製造できる。たとえば、図１５の中間電気導体７
２０は、透明金属で製造できる。光学伝播モード（すなわち、ＴＥＭモード）に関しては
、この構造は平行共平面導波管７０１（図１４と同様）だが、追加のバイアス電極を有す
る。多モード伝播は、十分大きな電極間間隔で実現することができる。
【００７６】
　図１６は、第１の電気導体７１０と第２の電気導体７２０が平行でない非平行共平面導
波管７０２を示す。一実施形態では、第１および第２の電気導体７１０および７２０は金
属電極である。光起電性材料は、電気導体７１０および７２０間の空間内に配置すること
ができる。電気導体７１０および７２０間の空間に空気または真空を配置させることもで
きる。電気導体７１０と７２０間の介在空間に光起電性材料を充填すると、導波路機能は
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光エネルギーを光起電性材料に運び、そこで光エネルギーは電気エネルギーに変換される
。一実施形態では、非平行共平面導波管の多層バージョンは３以上の非平行電気導体を有
する。
【００７７】
　図１７は任意の形状の共金属導波管７０３を示す。構造の形状は、伝播方向で不変であ
る。一実施形態では、任意の形状の共金属導波管の多層バージョンは３以上の層を有する
。光起電性材料１８０は、内側導体１２０と外側導体１６０の間の空間に配置させること
ができる。内側導体１２０と外側導体１６０間の介在空間に光起電性材料１８０が充填さ
れると、導波路機能は光エネルギーを光起電性材料１８０に運ぶように機能し、そこで光
エネルギーは電気エネルギーに変換される。
【００７８】
　内側導体、外側導体、および素子は、円形、正方形、矩形、円柱状、およびその他の対
称および非対称の形状を含むがそれらに限定されない様々な形状を取ることができる。特
定の形状は、アレイ上の素子の密度を増減させることによって効率性を増し得る。当業者
であれば、内側導体、外側導体、および素子が任意の形状および任意の断面を取ることが
でき、本発明の精神と範囲に含まれることを認識するであろう。
【００７９】
　太陽電池として使用されるナノスケール光学装置は、それぞれが第１の電気導体と第２
の電気導体との間に位置する光起電性材料を含む複数のナノスケール共金属構造を備える
。ナノスケール光学装置は共金属太陽電池である。
【００８０】
　光起電性材料の厚さは、第１の電気導体と第２の電気導体間の分離距離である。一実施
形態では、第１の電気導体と第２の電気導体間の分離距離はナノスケールで、光起電性材
料の厚さはナノスケールである。光起電効果を通じて太陽エネルギーによって解放される
電荷キャリア（電子と正孔）は、電流または電圧の形で採取されるナノスケール距離だけ
移動すればよい。光起電性材料の厚さは、キャリア拡散長と略同じかそれ未満であるべき
である。たとえば、非晶質シリコン（Ｓｉ）では、キャリア拡散長は約１００ｎｍである
。ＴＥＭ伝播に関しては、共金属構造の電極間間隔全体は光起電性材料と略同じであるべ
きである。
【００８１】
　十分大きな電極間間隔については、ＴＥ（横電場）および／またはＴＭ（横磁場）モー
ドがＴＥＭモードに加えて伝播することのできる多モード伝播が発生する。多モード伝播
は、内側導体と外側導体の間に位置する透明導体コア（内側導体）または透明導体（光起
電性材料に加えて）で発生することができる。透明導体は光波長より小さいまたは大きい
直径を有することができ、光はアンテナを介して間接的にだけではなく直接的に入射する
ことができる。透明導体は、ナノスケール厚の光起電性材料を一面または両面に有してよ
い。多モード伝播に関しては、共金属構造内の電極間間隔全体は光波長と略等しくあるべ
きである。
【００８２】
　一実施形態では、第１の電気導体の突出部は第２の電気導体を越えて延在し、アンテナ
として機能する。基板は複数のナノスケール共金属構造を支持してよい。一実施形態では
、透明導体は、第１の電気導体と第２の電気導体の間に位置する。
【００８３】
　一実施形態では、複数の共金属構造が直列に接続される結果、総電圧が各共金属構造に
よって光生成される電圧の略合計となる。一実施形態では、複数の共金属構造が並列に接
続された結果、総電圧が各共金属構造によって光生成された電圧の最小値と最大値との間
になる。
【００８４】
　太陽光電池では、光エネルギーは光電半導体媒体によって吸収され、半導体価電子帯の
電子に移される。これにより電子のエネルギーが増大し、電子は半導体伝導帯へと引き上
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げられて、そこで移動可能になる。伝導帯へと引き上げられた各電子は、価電子帯に正孔
を残していく。正孔は電子の負の電荷とは対照的な正に帯電した実体とみなすことができ
、正孔も移動可能である。いったんこの電子－正孔ペアが生成されれば、電子と正孔はそ
れぞれ、金属電極へと移動させることによって採取されなければならない。移動は電場の
影響下で起こり、正孔は電場の方向に移動して、電子は電場に逆らう方向に移動する。
【００８５】
　太陽電池内の電場は、ショットキー障壁、ｐ－ｎ接合、およびｐ－ｉ－ｎ接合を含むい
くつかの方法で生成することができる。ショットキー障壁は、ダイオードとしての使用に
適した整流特性を有する金属半導体接合である。大部分の金属半導体接合は本質的にショ
ットキー障壁を形成する。２つのショットキー障壁を、１つは共金属構造内の各金属半導
体接合で形成することによって、適切な電場が確立される。ｐ－ｎ接合は、ｎ型半導体と
ｐ型半導体を共に密接に接触させて結合することにより形成される。ｐ－ｎ接合も電場を
確立する。ｐ－ｉ－ｎ接合（ｐ型半導体、真性半導体、ｎ型半導体）は、ｐ型半導体領域
とｎ型半導体領域間に幅広の非ドープの真性半導体領域を有する接合ダイオードである。
太陽電池に関しては、ｐ領域とｎ領域は真性半導体領域よりも薄く、電場を確立するため
に存在する。
【００８６】
　図１８は、ｐ－ｎ接合を有するナノスケール共軸太陽電池７０４を示す。ｐ型光電半導
体層７７０およびｎ型光電半導体層７８０は、いずれか一方が内側導体１２０に隣接し、
他方が外側導体１６０に隣接するように入れ替えることができる。太陽電池は共軸ｐ－ｎ
接合共金属太陽電池である。
【００８７】
　図１９は、ｐ－ｉ－ｎ接合を有するナノスケール共軸太陽電池７０５を示す。ｐ型光電
半導体層７７０およびｎ型光電半導体層７８０は、いずれか一方が内側導体１２０に隣接
し、他方が外側導体１６０に隣接するように入れ替えることができる。真性半導体層７７
５はｐ型層７７０とｎ型層７８０との間にある。太陽電池は共軸ｐ－ｉ－ｎ接合共金属太
陽電池である。
【００８８】
　太陽電池は導電性コアを含む複数のナノスケール共軸構造を備え、各ナノスケール共軸
構造が、光起電性材料に接触し、外側導体層で被覆される。太陽電池は共軸共金属太陽電
池である。
【００８９】
　一実施形態では、光起電性材料は導電性コアの一部に接触する。基板は、複数のナノス
ケール共軸構造を支持してよい。一実施形態では、光起電性材料は、光電半導体から成る
ｐ－ｎ接合を含む。一実施形態では、光起電性材料は、ｐ型半導体層、真性光電半導体層
、およびｎ型半導体層で形成されるｐ－ｉ－ｎ接合を含む。一実施形態では、透明導体は
導電性コアと外側導体層との間に位置する。
【００９０】
　一実施形態では、導電性コアの突出部は外側導体層を越えて延在し、アンテナとして機
能する。太陽電池は、アンテナを有する共軸共金属太陽電池である。
【００９１】
　一実施形態では、複数の共軸構造が直列に接続される結果、総電圧が各共軸構造によっ
て光生成される電圧の合計となる。一実施形態では、複数の共軸構造が並列に接続された
結果、総電圧が各共金属構造によって光生成された電圧の最小値と最大値との間になる。
【００９２】
　図２０は、ｐ－ｎ接合を有するナノスケール共平面太陽電池７０６を示す。ｐ型光電半
導体層７７０およびｎ型光電半導体層７８０は、いずれか一方が第１の導電層７９０に隣
接し、他方が第２の導電層７９２に隣接するように入れ替えることができる。太陽電池は
、共平面ｐ－ｎ接合共金属太陽電池である。
【００９３】
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　図２１は、ｐ－ｉ－ｎ接合を有するナノスケール共平面太陽電池７０７を示す。ｐ型光
電半導体層７７０とｎ型光電半導体層７８０は、いずれか一方が第１の導電層７９０に隣
接し、他方が第２の導電層７９２に隣接するように入れ替えることができる。真性半導体
層７７５はｐ型層７７０とｎ型層７８０との間に位置する。太陽電池は共平面ｐ－ｉ－ｎ
接合共金属太陽電池である。
【００９４】
　太陽電池は、それぞれが第１の導電層と第２の導電層との間に位置する光電層を含む複
数のナノスケール共平面構造を備え、光が第１の導電層と第２の導電層との間の共平面構
造に入射する。太陽電池は共平面共金属太陽電池である。
【００９５】
　一実施形態では、第１の導電層が第２の導電層に略平行である。基板は、複数のナノス
ケール共平面構造を支持してよい。一実施形態では、第１の導電層と第２の導電層は、光
電層を介してのみ電気的に接触する。一実施形態では、光電層は平面ｐ－ｎ接合を含む。
一実施形態では、光電層は、ｐ型半導体層、真性光電半導体層、およびｎ型半導体層で形
成される平面ｐ－ｉ－ｎ接合を含む。一実施形態では、透明導体は第１の導電層と第２の
導電層との間に位置する。
【００９６】
　一実施形態では、第１の導電層の突出部は第２の導電層を越えて延在する。太陽電池は
、アンテナを有する共平面共金属太陽電池である。
【００９７】
　一実施形態では、複数の共平面構造が直列に接続される結果、総電圧が各共平面構造に
よって光生成される電圧の合計となる。一実施形態では、複数の共平面構造が並列に接続
された結果、総電圧が各共金属構造によって光生成された電圧の最小値と最大値との間に
なる。
【００９８】
　図２２はナノスケール共平面太陽電池７０８の側面図である。本実施形態では、第２の
金属７９６は２つの第１の金属７９４の間に位置し、光起電性材料１８０は第１の金属７
９４と第２の金属７９６との間に位置する。複数の第１の金属７９４は互いに平行であっ
てもよいし、角度を持っていてもよい。第２の金属７９６と第１の金属７９４は、互いに
平行であってもよいし、角度を持っていてもよい。第２の金属７９６は、上部導体として
の役割も果たす。光起電性材料１８０は、本明細書に記載される、あるいは当該技術にお
いて公知の任意の光起電性材料、ｐ－ｎ接合構造、またはｐ－ｉ－ｎ接合構造であっても
よい。基板が導電性と透過性を有するとき、光エネルギーは下から光起電性材料１８０に
達し、そこでナノスケール共平面太陽電池において電気エネルギーに変換される。
【００９９】
　太陽電池として使用されるナノスケール光学装置は、外側導体で被覆された光起電性材
料によって囲まれた内側導体と、複数のナノスケール共軸構造を有する膜と、膜表面を越
えて延在する内側導体の突出部とを含む複数のナノスケール共軸構造を備える。
【０１００】
　太陽電池の製造方法は、触媒材料で基板を被覆するステップと、ナノスケール共軸ユニ
ットの内部コアとして複数のカーボンナノチューブを基板上で成長させるステップと、光
起電膜で被覆するステップと、金属媒体で被覆するステップとを含む。該方法はさらに、
光起電膜での被覆前に基板を酸化させるステップを含む。
【０１０１】
　太陽電池の製造方法は、クロム層で基板を被覆するステップと、被覆された基板上に触
媒遷移金属を電着するステップと、カーボンナノチューブ（ＣＮＴ）のアレイを被覆され
た基板上で成長させるステップと、クロム層をエッチングするステップと、被覆された基
板とＣＮＴのアレイを光起電性材料で被覆するステップと、被覆された基板とＣＮＴのア
レイを金属材料で被覆するステップとを含む。
【０１０２】
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　太陽電池の製造方法は、複数のナノスケール平面構造を準備するステップと、複数の平
面構造の複数の平面を、複数の平面間の空間を残しつつ光電半導体で被覆するステップと
、光電半導体を外側導体層で被覆するステップとを備え、外側導体層の一部が平面構造間
に配置されて共平面構造を形成する。一実施形態では、光起電性材料は、複数の平面構造
の複数の平面をその形状に沿って被覆する。光起電性材料は平面構造間の空間を部分的に
のみ充填し、該空間を完全には充填しない。一実施形態では、金属ナノスケール共平面構
造が光学的に透明な基板上に設けられて、基板側から光エネルギーが光起電性材料に到達
し、そこで太陽電池において電気エネルギーに変換される。一実施形態では、金属ナノス
ケール共平面構造は光学的に不透明な基板上に設けられ、最上部の金属被覆は透明である
ので、最上部の金属被覆を通る光は光起電性材料に到達し、そこで太陽電池において電気
エネルギーに変換される。
【０１０３】
　本明細書で引用したすべての特許、特許出願、および公開された参考文献は、参照によ
り全文を本明細書に組み込む。上記に開示した、およびその他の特徴と機能、またはその
代替は、所望に組み合わせて多くのその他の様々なシステムまたは用途とすることができ
ると理解される。現時点では予測不能または予期不能な様々な代替、修正、変形、または
改良は、引き続き当業者によって行うことが可能であり、それらは添付の請求項に包含さ
れることが意図される。
【図面の簡単な説明】
【０１０４】
【図１Ａ】導電性マトリックスに埋め込まれる開示実施形態の複数のナノスケール共軸共
金属太陽電池ユニットの概略図である。
【図１Ｂ】図１Ａのナノスケール共軸太陽電池ユニットの上面図である。
【図２Ａ】整列カーボンナノチューブの周囲に据えられるナノスケール共軸送電線の概略
図および例示の図であり、整列カーボンナノチューブの概略図および例示の図である。
【図２Ｂ】整列カーボンナノチューブの周囲に据えられるナノスケール共軸送電線の概略
図および例示の図であり、光起電性材料の被覆後の整列カーボンナノチューブの概略図お
よび例示の図である。
【図２Ｃ】整列カーボンナノチューブの周囲に据えられるナノスケール共軸送電線の概略
図および例示の図であり、光起電性材料および外側導体材料の被覆後の整列カーボンナノ
チューブの概略図および例示の図である。
【図３Ａ】整列カーボンナノチューブの周囲に据えられたナノスケール共軸送電線のアレ
イを示し、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）によって視認される露出共軸構造を示す。
【図３Ｂ】整列カーボンナノチューブの周囲に据えられたナノスケール共軸送電線のアレ
イを示し、走査型電子顕微鏡によって視認される単独のナノスケール共軸送電線の断面図
である。
【図３Ｃ】整列カーボンナノチューブの周囲に据えられたナノスケール共軸送電線のアレ
イを示し、シリコン（Ｓｉ）、クロム（Ｃｒ）、およびアルミニウム（Ａｌ）の濃度マッ
ピングを示す共軸層の組成のエネルギー分散Ｘ線分光（ＥＤＳ）分析を示す。
【図３Ｄ】整列カーボンナノチューブの周囲に据えられたナノスケール共軸送電線のアレ
イを示し、集光器を有するナノスケール共軸太陽電池のアレイの断面図を示す。
【図４Ａ】白色光がナノスケール共軸送電線のアレイを透過する光学実験の結果を示し、
ナノスケール共軸送電線を表す暗点を有する反射光で可視なアレイの表面トポグラフィー
を示す。
【図４Ｂ】白色光がナノスケール共軸送電線のアレイを透過する光学実験の結果を示し、
光るナノスケール共軸送電線の明点を有する透過光で可視な図４Ａと同じアレイの表面ト
ポグラフィーを示す。
【図４Ｃ】白色光がナノスケール共軸送電線のアレイを透過する光学実験の結果を示し、
反射光（図４Ａ）と透過光（図４Ｂ）の合成としてアレイの表面トポグラフィーを示す。
【図５】非直線導電線と可撓マトリックスを有するナノスケール共軸太陽電池の断面図で
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【図６Ａ】並列に配列される様々なバンドギャップ半導体の多層構造を有するナノスケー
ル共軸太陽電池の正面斜視図である。
【図６Ｂ】直列に配列される様々なバンドギャップ半導体の多層構造を有するナノスケー
ル共軸太陽電池の正面斜視図である。
【図７】ナノスケール共軸太陽電池の上端から延在する集光器を有するナノスケール共軸
太陽電池の正面斜視図である。
【図８】カーボンナノチューブのアレイを含み、アレイの各細管が光学ナノアンテナとし
て知られる金属膜から突出する部分と、ナノスケール共軸送電線として知られる金属膜内
に埋め込まれる部分とを含むナノスケール光学装置の概略図を示す。
【図９Ａ】本発明の実施形態によるナノスケール光学装置の３次元構造を示す。
【図９Ｂ】図９Ａのナノスケール光学装置で使用されるナノロッドの走査型電子顕微鏡（
ＳＥＭ）画像を示す。
【図９Ｃ】図９Ａのナノスケール光学装置の透過型光学顕微鏡画像を示す。
【図１０Ａ】本実施形態によるナノスケール光学装置の製造方法を示す。
【図１０Ｂ】本実施形態によるナノスケール光学装置の製造方法を示す。
【図１１】最大レーダ断面（ＲＣＳ）散乱振幅での、ナノアンテナ長対照射波長のグラフ
を示す。
【図１２Ａ】本実施形態により製造されたナノスケール光学装置の一部の可視ＳＥＭ像（
オーバレイ）を示す。
【図１２Ｂ】図１２Ａのナノスケール光学装置の走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）画像を示す
。
【図１３】本実施形態により製造された太陽電池の概略図である。
【図１４】平行共平面導波管の斜視図を示す。
【図１５】多層平行共平面導波管の斜視図である。
【図１６】非平行共平面導波管の斜視図である。
【図１７】任意の形状の共金属導波管の斜視図である。
【図１８】ｐ－ｎ接合を有するナノスケール共軸太陽電池の斜視図である。
【図１９】ｐ－ｉ－ｎ接合を有するナノスケール共軸太陽電池の斜視図である。
【図２０】ｐ－ｎ接合を有するナノスケール共平面太陽電池の斜視図である。
【図２１】ｐ－ｉ－ｎ接合を有するナノスケール共平面太陽電池の斜視図である。
【図２２】ナノスケール共平面太陽電池の側面図である。
【符号の説明】
【０１０５】
　１００　ナノスケール光学装置
　１１０　光学ナノアンテナ
　１１５　共軸部分
　１２０　内側導体
　１４０　導電性マトリックス
　１６０　外側導体
　１８０　光起電性材料
　１９０　基板
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