
NEDO 海外レポート 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

URL：http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/ 

《本誌の一層の充実のため、ご意見、ご要望など下記宛お寄せ下さい。》                     
NEDO 総務企画部        E-mail：q-nkr@nedo.go.jp Tel.044－520－5150 Fax.044－520－5204  
NEDO は、独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構の略称です。 

Copyright by the New Energy and Industrial Technology Development Organization. All rights reserved. 

ISSN 1348-5350 

2010.11.25                                   1068

〒212-8554 
神奈川県川崎市幸区大宮町1310 
ミューザ川崎セントラルタワー 
http://www.nedo.go.jp 

 

【再生可能エネルギー】 

1. 米中が共同で航空機用バイオ燃料開発のための研究所をオープン １

2. DOE が太陽エネルギーグリッド統合システムの進展に向け 850 万ドルを拠出(米国） 3

3. より安価で高性能な太陽電池は多孔性(米国) 6

4. DOE がグリッド関連サイバーセキュリティに 3000 万ドル拠出(米国) 13

5. 有機太陽電池が環境に与える影響（米国） 16

 

【地球温暖化】 

6. EU は期限前に排出量削減目標を達成（欧州）   18

7. 中国は石炭のグリーン化を志向 21

 

【環境】 

8. NSF が水利用の持続可能性と気候に関する研究に助成（米国） 25

 

【ナノテク・材料】 

9. UCLA が高速グラフェン・トランジスタで世界記録達成（米国） 33

10. 「ナノ LED」を作成できるナノワイヤの新製法を NIST が発見(米国） 36

 

【研究開発・評価】 

11. ARPA-E が変革的エネルギー研究開発計画に 960 万ドルを拠出（米国） 39

 



【バイオマス】バイオ燃料  

 
米中が共同で航空機用バイオ燃料開発のための研究所をオープン 

 
 米 Boeing 社と青島バイオエネルギー・バイオプロセス技術研究所（Qingdao Institute of 
BioEnergy and Bioprocess Technology: QIBEBT、中国科学院の研究所）は、微小な藻類

由来の航空機用バイオ燃料の研究促進を行う共同研究所を、2010 年 9 月に正式に開設し

た。 
 
 9 月 2 日のオープニングセレモニーの席上、Boeing 社および QIBEBT の代表は、この

研究所（持続可能な航空機用バイオ燃料共同研究所）は、中国における持続可能な航空機

用バイオ燃料産業の創設の基盤であると称賛した。 
 
 パートナーたちは、5 月にこの研究所を設立する意図を表明していたが、その構想は、

Boeing 社と中国科学院の代表が 2009 年 10 月に、相互利益が見込める技術開発での協力

に関する MOU（覚書）に署名したことに遡る。 
 
 「本日から、航空機用の持続可能な新エネルギー源の分野で中国の革新的知的財産を開

発するための、我々と中国科学院との長期的関係が始まる」と Boeing China 社のデビッ

ド・ウォン社長が述べた。 
 
 「QIBEBT との協力関係は、我々の顧客が航空機を運航するあらゆる地域で、持続可能

な航空機用バイオ燃料の商業実用化を促進するという Boeing の全体的な戦略の一環であ

る。中国科学院との研究パートナーシップを通じて、我々は、藻類由来のジェット燃料の

利用可能性を促進するという点で独自の地位を占めている」Boeing Research & 
Technology-China 社のアル・ブライアント副社長はこのように語った。 
 
「航空機用バイオ燃料を開発するために、Boeing 社はエンドユーザーとして積極的にバ

イオ燃料をしていく。このことは間違いなく、中国および世界の航空機用バイオ燃料の研

究開発活動、実証および産業化において指導的役割を担うことになろう。Boeing 社との協

力関係に基づき、我々は中国の大企業や政府機関と連携して、航空機用バイオ燃料産業化

の実証基盤を青島に確立し、中国の航空機用バイオ燃料部門の商業化を促進することを提

案している」と QIBEBT のワン・リーシェン所長は話した。 
 
 Boeing 社は、世界の持続可能な航空機用バイオ燃料開発の分野で第一線にあり、世界規

模の需要問題に対して地域的な解決を実現するために、多数の研究機関と積極的に連携し

ている。Boeing 社は今日までに、米国、オーストラリア、ヨーロッパ、メキシコ、中東、

インドおよび中国の大学や研究所でバイオ燃料研究プログラムの立ち上げを支援してきた。 
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 同社は、藻類から生産された持続可能なバイオ燃料や、土地や水を巡って食用穀物と競

合することのない他の再生可能エネルギー源に着目している。バイオマス由来の持続可能

なバイオ燃料は、ライフサイクル炭素排出量を削減するという恩恵を追加するとともに、

航空機の化石燃料に対する依存の軽減に資するのである。 
 
 

翻訳： NEDO（担当 総務企画部  吉野 晴美） 
 
出典：Boeing, Qingdao Institute of BioEnergy and Bioprocess Technology and Chinese 

Academy of Sciences Open Biofuels Research Laboratory 
（http://english.cas.ac.cn/Ne/ICN/201009/t20100903_58504.shtml） 
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【再生可能エネルギー】太陽エネルギーグリッド統合システム   

 
DOEが太陽エネルギーグリッド統合システムの進展に向け 

850万ドルを拠出（米国） 
 
 2010年9月7日、エネルギー省（Department of Energy: DOE）のスティーブン・チュ
ー長官は、同省のサンディア国立研究所が、太陽エネルギーグリッド統合システム（Solar 
Energy Grid Integration Systems: SEGIS）プログラムの第3ステージに達した4件のプロ
ジェクトに対して、850万ドルを投資すると発表した。今回のSEGIS による委託事業者へ
の投資は、総額2,000万ドル以上に達するとみられるプロジェクトを一部支援するもので
ある。今回発表された選考結果は、米国の電力網の信頼性向上を目指す同省で進行中の取

り組み1の一部である。この取り組みは、太陽エネルギーによる発電単価と従来の電力の発

電単価との差が縮まってきたこと、また、電力網に連系される太陽光発電由来電力

（photovoltaic solar electricity: PV solar electricity）が増加することに伴うものである。 
 
「アメリカがクリーンエネルギー産業での競争力を維持するためには、太陽エネルギー

技術およびグリッド技術を引き続き支援することが必要である。この種のプロジェクトは、

再生可能エネルギーを進展させて電力網の近代化を支援するという我々の取り組みが、確

実に調整、統合され、信頼性のあるクリーンエネルギーを低価格で米国民に提供するのに

役立つだろう」とチュー長官は述べた。 
 
 2008年に開始された SEGISプログラムは、DOE、サンディア国立研究所、産業界、電
力事業者および大学から成るパートナーシップである。同プログラムの下で、プロジェク

トは、ソーラー技術を使ったシステム全体の開発を重視している（たとえば、スマートシ

ステムの制御に関する設計を商業化に導く方法、電力の質や電力供給の信頼性を維持、向

上させる一方で、増加した太陽源由来電力をグリッドに統合する最適な方法など）。今回の

助成は、SEGIS プログラムの第 1 ステージ、第 2 ステージを終了したプロジェクトの中
から追加的に選抜して資金援助するものである。プロジェクトは、太陽光技術をスマート

グリッドに統合することができ、また統合を促進するのに最適で信頼性の高いシステムで

あり、かつ商業化に近いものから選抜した。 
 
発表された SEGISプログラムの第 3ステージのプロジェクトは、以下の通りである。 

                                                 
1  DOEは、太陽発電技術の幅広い導入を目的とする「太陽エネルギー技術プログラム (Solar Energy 

Technologies Program: SETP )」（「ソーラープログラム」ともいう)を実施しており、このプログラムを
構成するイニシアティブの1 つが、2015 年までに米国内の太陽光エネルギーの市場競争力を強化するとい
う目標を掲げたソーラー・アメリカ・イニシアティブ（Solar America Initiative：SAI）である。このSAI 
を実現するための重要なプログラムがSEGIS である。 
（参照：Solar Initiatives (http://www1.eere.energy.gov/solar/initiatives.html)；および「DOEは飛躍的な
太陽エネルギー製品開発に2,400 万ドル投資(米国)」NEDO 海外レポート1029 号、2008 年9 月17 日 
(http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1029/1029-12.pdf)） 
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セントラルフロリダ大学フロリダ太陽エネルギーセンター（フロリダ州ココア） 
フロリダ太陽エネルギーセンターは、Satcon Technology 社（マサチューセッツ州）、 

SENTECH社（メリーランド州）、SunEdison社（カリフォルニア州）、Cooper Power 
Systems 社 Energy Automation Solution（EAS）グループ（ミネソタ州）、Northern Plains 
Power Technologies社（サウスダコタ州）および Lakeland Electric 社（フロリダ州）と
パートナーシップを組んでいる。この第 3ステージのプロジェクトは、集合住宅用あるい
は商業用の太陽光システム向けの、より大規模な「共有」インバータの開発を行うもので、

「スマートグリッド」電力管理、電圧や周波数の擾乱といった問題が起こった時の継続運

用、太陽光システムの安全性向上などの、一連の新たな機能性を実証する予定である。こ

れらの新たな機能性の実現により、将来的には太陽光発電由来電力の電力網への統合を促

進できるとみられる。（$660,329） 
 
Petra Solar社（ニュージャージー州サウス・プレーンフィールド） 
 Petra Solar社は、セントラルフロリダ大学（フロリダ州）、Public Service Electric & 
Gas（ニュージャージー州）、PEPCO ホールディングス （ニュージャージー州、デラウ
ェア州、メリーランド州、ワシントン DC で事業を展開している 3社の電力事業者）およ
び BP Solar 社（メリーランド州）とパートナーシップを組んでいる。このプロジェクト
は、低価格で、設置が容易なモジュラー・インバータを用いて、電気事業者とグリッドと

の相互作用、システムの信頼性および安全性という課題に取り組む。第 3ステージの事業
では、マイクロインバータ・システムの概念をより高電圧での運用に拡大することにより、

コスト削減と電力事業者に優しい機能性の拡大を目指す。（$2,729,712） 
 
 
Princeton Power 社（ニュージャージー州プリンストン）  
 Princeton Power社は、First Energy社（オハイオ州）、Center for Power Electronics 
Systems（バージニア州）、International Battery社（ペンシルバニア州）、 Tectonic 社
（ニュージャージー州）および Process Automation社（ニュージャージー州）とパート
ナーシップを組んでいる。このプロジェクトは、Princeton Power社の独自の回路設計に
基づき、最先端の新部品を使用して、100kwの「需要応答インバータ」の設計完成を目ざ
し、細部を詰める予定である。電力事業者との協力の下、第 3ステージ実施期間中に実証
用インバータを設置する計画になっており、詳細は後日発表される予定である。

（$2,729,897） 
 
 
PV Powered社（オレゴン州ベンド） 

PV Powered社は、Portland General Electric社 （オレゴン州）、Northern Plains Power 
Technologies社（サウスダコタ州）およびシュバイツァー工学研究所（ワシントン州）と
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パートナーシップを組んでいる。このプロジェクトは第 3ステージで、次世代型制御シス
テムや、分散型太陽光発電システムが電力事業者と通信できる先進的な通信技術など、複

数の分野で重要な進展を目指す。これらのイノベーションにより、電力事業者は、分散型

電源ネットワークを管理し、太陽光発電システムのコストを削減し、太陽光発電由来電力

がグリッドへ大量流入するのを阻害する要因を除去できるようになる。第 3ステージ実施
期間中に、これらのイノベーションを実証する予定になっており、詳細は後日発表される

予定である。（$2,408,276） 
 
 

翻訳： NEDO（担当 総務企画部  吉野 晴美） 
 
 
出典：Department of Energy Announces $8.5 Million to Advance Solar Energy Grid 

Integration Systems 
（http://www.energy.gov/news/9453.htm） 
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酸混合物で洗浄される前の銀色のウェハに映る NRELの科学者、

Hao-Chih Yuan氏。酸によりエッチングされた穴が、光を吸収し、 

ウェハを黒く変える。  

Credit: Dennis Schroeder

【再生可能エネルギー】 太陽電池 シリコンウェハ  
 

より安価で高性能な太陽電池は多孔性(米国) 
 
米国エネルギー省(Department of Energy：DOE)の再生可能エネルギー研究所

(National Renewable Energy Laboratory:NREL)注1で開発された、低コストの最新エッチ

ング技術は、CDサイズのシリコンウェハに 1兆もの穴を施すことができる。 
 
その小さな穴が深くなる

につれ、銀白色のシリコン

は、最終的にほぼ真っ黒に

なるまで徐々に黒くなり、

太陽光のほとんどすべての

色を吸収できるようになる。 
 
このブラックシリコンウ

ェハは、室温であれば3分程
度で作ることができるが、

華氏100度(37.8℃)の環境
であれば、その作成時間は1
分にも満たない。 
 

NRELの研究者によるブ
レークスルーにより、より安価で、今日、屋根やソーラーアレイ注2に使用されている太陽

電池よりも高性能なものが今後出現することになるだろう。 
 

R&D Magazine注3は最近、ナノ触媒でウェットケミカルエッチングを施したブラックシ

リコンの成果を称え、このNREL研究チームを「R&D 100 Awards」に選出した。「発明
のオスカー賞」と呼ばれるこのR&D100は、自然科学においてその年もっとも特筆すべき
飛躍的進歩を表彰するものである。 
 
このプロジェクトの研究責任者であるHoward Branz氏は、彼の研究チームがこのテー
マに関心を持ったのは、2006年後半に、ミュンヘン工科大学のある科学者の話を聞いてか
らであると述べた。その科学者は、自分の研究チームが真空蒸着技術を用いて金の薄膜を

形成し、ブラックシリコンを作成した方法を説明した。NRELの上級研究員のQi Wang氏

                                                 
注1 再生可能エネルギー研究所: National Renewable Energy Laboratory (http://www.nrel.gov/) 
注2 ソーラーアレイ：太陽光線を集めるためのアンテナ 
注3 http://www.rdmag.com/ 
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プロセス開発・統合研究所の NREL研究チームメンバーとHoward 

Branz氏(最前列中央)。同氏は、電池の性能を向上させる「ブラック

シリコン」の作成プロセスにより R&D100に選ばれた同研究チーム

の研究責任者である。同氏の両隣向かって左手が Anna Duda氏、右

手が Vern Yost氏。後列左から、MattPage氏、Scott Ward氏、

と上級技術者のScott Ward氏は、この方法をすぐに試した。 
 

「我々はいつも他人の成功例を

活用しており、ミュンヘン工科大

学が行った実験を再現すること

から自分たちの研究をスタート

したのだ」と、Branz氏は述べた。 
 
光パケットと金の穴 
 
光が小さなパケット(packet)に
分かれて入ってくるものと想定

してみよう。それぞれのパケット

が１光子であり、この光子が、太

陽光エネルギーの電子へと変換

される可能性を持つ。光子が太陽

電池の表面で反射すると、それは

エネルギー損失となる。光が物体

に当たると、通常その一部が反射

するが、「ブラックシリコン」のウェハは、その光すべてを吸収してしまうだろう。 
 
人間の目は、このウェハの色を黒と認識する。これは、太陽光がほとんど網膜に反射さ

れないためである。というのも、ウェハの表面に1兆もの穴が空いていることにより、固
体表面よりも、光の波長を多く吸収するためである。 
 
穴の空いた天井のタイルが、穴の空いていないタイルよりも吸音性が高いのは、概ね同

じ理由によるものである。研究者たちは、吸音機能を持つものには光の吸収機能もあると

いうことを証明する実証実験を、19世紀末期までに既に終えていた。 
 
ミュンヘン工科大学の研究チームは、高額な真空ポンプを必要とする蒸発技術を用いて、

非常に薄い(おそらく原子10個分の厚み)金の薄膜でコーティングを行ったとBranz氏は述
べる。過酸化水素とフッ化水素酸の混合物が、その金の薄膜へと注がれると、金のナノ粒

子により、平らなウェハ表面に10億もの穴が空いたのである。 
 

NREL研究チームは、真空ポンプと蒸発装置に金を蒸着しなければならないということ
は、商業的に実現可能にするために費用がかかり過ぎるということを、即座に理解してい

た。 
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プロセスの簡略化とコスト削減がNRELの目標 
 
「コスト削減を目標にするのであれば、真空蒸着を完全に避けたいと考えたのだ」と

Branz氏は述べた。 
 
一連の独創的洞察力が、あるセレンディピティ注4と相まって、Branz氏とその同僚の

Scott Ward氏、Vern Yost氏、Anna Duda氏は、そのプロセスを大幅に簡略化した。 
 

Ward氏は、真空ポンプに金の薄膜をコーティングするのではなく、金を吹き付けては
どうかと提案した。また、Dada氏は、金をコーティングした上に酸性混合物を重ねるので
はなく、最初から全部混ぜ合わせてしまってはどうかと提案した。この2つの提案を組み
合わせることで、さらに良い結果がもたらされた。 
 
同研究者たちは、金コロイドと呼ばれる金ナノ粒子の懸濁溶液をシリコン表面に加え、

金だけが残るよう、一晩水分を蒸発させた。これをその後、ウェハにエッチング加工に用

いた。このウェハは金が蒸着したことで、ほぼまっ黒に変化した。 
 
幸運な発見 
 
重要な科学的躍進にはよくあることだが、その後間もなく予期せぬ発見がもたらされた。 

 
しばらくすると、NRELの専門家および科学者のVern Yost氏は、思っていたような良
い結果が得られそうにないことに気付き、その原因は、コロイドナノ粒子の古いバッチが

凝集してしまったためだと推測した。そこで同氏は、腐食性の強い硝酸と塩酸の混合物で

ある王水注5で、これらの分離を試みた。ラテン語でAqua regiaという王水は、銀や金など
の貴金属を溶解できる液体である。 

 
この王水処理により、これまで以上にプロセスが改善された。また、少し研究を行った

ところ、王水が金と反応し、クロロ金酸溶液を生成することが分かった。 
 
なんと、クロロ金酸は金コロイドよりも安価で、実際に産業界でも金コロイドの作成に

使用している化学的前駆体なのである。 
 

Yost氏とBranz氏は、高コストの金コロイドの代わりに、低コストのクロロ金酸を使用

                                                 
注4 
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%
94%E3%83%86%E3%82%A3 
注5 濃塩酸と濃硝酸とを 3:1の体積比で混合してできる黄色ないし橙赤色の液体。ウィキペディアより引用
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8E%8B%E6%B0%B4) 
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し、これをこれまでのように過酸化水素とフッ化水素酸に混ぜることで、ブラックシリコ

ンにエッチング処理を行った時と同じ結果が得られるのではないかと考えた。 
 
結果はその通りであった。「クロロ金酸は、金コロイドよりもはるかに低コストである。

要するに、いくつかの手順を省略することで、クロロ金酸から金ナノ粒子を作ると同時に、

その金ナノ粒子を用いたエッチング加工により、シリコンに穴を空けることに成功したの

だ」とBranz氏は述べた。 
 
この考えが理解され、それらの混合物質が溶解されると、実際にブラックシリコンウェ

ハを作成することは、実に簡単なものになった。 
 
「ビーカーを用意し、シリコンウェハ1個を中に入れる。そこにクロロ金酸、フッ化水
素酸、過酸化水素を注入して待つだけだ」とBranz 氏は言う。 
その後ほんの20秒ほど経過すると、銀色のシリコンウェハは、黒色に変わる。 
「我々が用いた方法により、さらに黒いシリコンができ、低コストかつ簡単なウェット

エッチング方法が、高コストの真空蒸着システムに取って替わるかもしれない」と同氏は

付け加えた。 
 
より低コストなプロセスで、より高性能なマテリアルをも実現 
 
研究者たちがブラックシリコ

ンをテストした結果、クロロ金

酸を用いた、これまでよりもは

るかに低コストな製法により、

不要な反射を2%未満にまで急
速に減らせることが分かった。

また、従来の窒化ケイ素の反射

防止膜を用いた、より高コスト

な方法を用いると、抑えられる

反射は約3 ～7%であったが、ブ
ラックシリコンについて予期せ

ず発見されたもう一つの利点は、

太陽光の入射角度の低い朝や午

後であっても、従来の反射防止

膜とは比べものにならないレベ

ルで反射を防ぐことができると

いうことである。  
 

エッチングプロセスに要する時間は、室温環境で、たった 3分である。 

NRELの太陽エネルギー研究施設(Solar Energy Research Facility)の

研究室内で、エッチング処理により多数の穴が形成され、ウェハが黒

くなっていくにつれ、シリコンウェハ上に酸混合物が泡立つ。 

Credit: Dennis Schroeder 
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同研究チームは、先に試した低コストの製法が、なぜそれほどまでに効果的であったの

かを理解するため、NRELの光学専門家で上席研究者のPaul Stradins氏と、NRELの電子
顕微鏡使用者のBobby To氏、Kim Jones氏を迎え入れた。そして、この3氏が行った研究
により、ブラックシリコンがこれほどうまく反射を抑えることができたのは、穴の直径が、

太陽光の波長よりも短いためであることがわかった。 
 
これは重大な発見である。というのも、穴の直径が太陽光の波長と同じである場合、太

陽光線は、ステンレスの調理台にぶつかるのと同様に「シャープな境界面(Sharp 
interface)」を認識して反射されてしまうからである。つまり、シャープな境界面では、太
陽光が太陽電池内に入射して電力に変えられる前に、反射してしまうということである。 
 
太陽光がブラックシリコンに当たっても、シャープな境界面を認識しないもう一つの理

由は、ナノ粒子それぞれのエッチング速度がばらばらであるため、生成される何兆もの穴

の深さも異なるからである。それぞれの穴の深さが一定でないため、太陽光は、段階的に

空中からシリコンへと移動する。太陽光が空中から堅い表面に到達するまでに、突然の変

化に出くわすことは決してないため、太陽光はウェハで反射しない。 
 
太陽電池への適用の可能性 
 
次の課題は、上記の技術を用いて、実現可能な太陽電池を作るという難題であった。 

 
この新種のブラックシリコンを太陽電池に最適利用する方法を見つけ、その方法で太陽

電池を作り、その強みと弱点を判断するため、ポスドク研究員のHao-Chi Yuan氏が研究
チームに加わった。Yuan氏は、Yost氏、Branz氏、NRELのエンジニアのMatthew Page
氏と共に、光子を電子に変換する場合の理想的な穴の深さ、直径を決めるため、研究を行

った。 
 
研究者たちは、太陽光を電気に変える太陽電池の変換効率を、これまでに実現したこと

のある16.8%、またはこれに近い数値に維持するには、これらの穴が「ゴルディロックス注

6の法則」に従っていなければならないと気がついた。これらの穴は、反射を遮断できる「丁

度良い」深さでなければならないが、太陽電池を損傷してしまうほどの深さであってはな

らない。 
 
厳密に言うと、何兆もの穴の深さが平均約500ナノメートル(約0.5ミクロン)で、その直
径が太陽光の最短波長よりも少しだけ短い時に、上記のような最適な結果が得られること
                                                 
注6 ちょうどいい状態のこと。元々は童話に出てくる少女の名前で、熱すぎず冷めすぎずちょうどいいスープ
にたどりつくことから。(インテリジェンス辞書より引用：
http://wiki.livedoor.jp/mizunobara/d/%A5%B4%A5%EB%A5%C7%A5%A3%A5%ED%A5%C3%A5%AF%
A5%B9%A1%DAGoldilocks%A1%DB) 
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がわかった。これらの穴がどれほど小さいかというと、40個の穴の直径を全部足して、ち
ょうど人の髪の毛の厚みになるレベルである。 
 
これらの穴の深さが、上記の基準よりもはるかに深い場合、この太陽電池で、太陽光か

ら変換された電子をすべて取り出すことは難しいと思われる。このため、効率性が非常に

悪く、誰も自宅の屋根に太陽電池を設置したいとは思わないだろう。 
 
しかし幸いにも、室温でウェ

ットエッチング液に3分間浸漬
することで、この深さと直径を

両立する穴が得られるのであ

る。 
 
産業界の強い関心 
 
太陽電池の製造コストは低

下するだろうが、NRELが提供
する最高レベルの太陽電池は

未だ、従来のタイプに比べて10
分の数%効率が悪い。しかしこ
の反射率の低さは、少なくとも

1%の大幅な光起電力効率アッ
プの可能性を意味している。研究チームは、ブラックシリコン電池の効率性を少しでも高

めるため、今もなお研究を続けている。「太陽電池業界は、「インチ単位のゲーム」にな

ってきている。低コストで、効率が0.5%増加しただけでも大きな差が生じる」とBranz氏
は述べた。 

 
太陽電池メーカーは、NRELの技術ライセンス供与に関心を持っている。 
「この技術の詳細を学ぶために、既に数社が高い関心を持ち、来所している。」と、NREL
の商業化・技術移管部門のライセンシング・アソーシエイト・ディレクター、Chris Harris
氏は述べた。また、「どの企業もマーケットシェアの獲得に凌ぎを削り、ワット単価が売

れるかどうかの要となる産業では、この技術は間違いなく大きな強みである。ブラックシ

リコンは、企業が得ることのできる、あらゆる効率面の改善に加え、付加価値をも提供す

るのだ」と同氏は付け加えた。 
 

NRELの太陽電池製造部門のシニアコストアナリスト、Al Goodrich氏は、ブラックシリ
コンウェハの製造に要するエネルギーは、太陽電池の完成品に従来の反射防止膜を施す場

合の約1/3であることを発見した。 

NRELの太陽エネルギー研究施設で、最終版の混合物(フッ化水素酸と過

酸化水素の組み合わせ)を保護用ガラス箱内のシリコンウェハへと注ぐ

Hao-Chih Yau氏。 Credit: Dennis Schroeder 
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このワンステッププロセスは、環境にも非常に優しいものである。この技術は、危険な

シランガスや、二酸化炭素の17,000倍の温室効果を持つ三フッ化窒素などのクリーニング
ガスを用いるプロセスに取って替わるだろう。また、ブラックシリコンのウェットエッチ

ング技術への切り替えは、温室効果ガスの大幅な削減、および、太陽光発電装置を作るエ

ネルギーと、これにより得られるエネルギー回収率の改善を意味するだろう。Goodrich氏
は、この技術の切り替えにより、高額な真空蒸着ツールのいくつかをシンプルなエッチン

グ槽に交換できることから、工場ライン立ち上げの資本コストを約10%低減するだろうと
述べた。 
 

NRELによる推定では、ブラックシリコンを使用することで処理コストを4～8%削減で
き、太陽電池の製造コストを全体で1～3%削減できることになる。 
「この削減率はかなり大きい。この技術に関心を持つ人々は、その差を価値ある財産と

認識している」と同氏は付け加えた。 
 
詳細は、NRELの太陽光発電研究(Photovoltaics Research注7)のページを参照のこと。 

 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 原田 玲子） 
 
出典：“Cheaper, Better Solar Cell Is Full of Holes” 
http://www.nrel.gov/features/20100902_silicon.html#nogo  
置換のタブを表示する。 

                                                 
注7 http://www.nrel.gov/pv/ 
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【エネルギー】スマートグリッド サイバーセキュリティー 
 

 
DOEがグリッド関連サイバーセキュリティに 3000万ドル拠出(米国) 

2010年スマートグリッド・ベンダー・エコシステム・レポートを発行 
 
 2010年 9月 23日、初開催のグリッドワイズ・グローバル・フォーラム(GridWise Global 
Forum)に於いて、米エネルギー省(Department of Energy: DOE)のスティーブン・チュー
長官は、10件のプロジェクトに対し 3000万ドルを越える資金を投じ、米国の電力網のサ
イバーセキュリティ問題に対処する予定であると発表した。このことは、これらのプロジ

ェクトへの投資が、米国の電力インフラにおける同問題に取り組むための、重要な投資で

あることを示している。 
 
 「ますます巧みなサイバーアタックに晒される環境下、これらの資金供与は、米国の電

力網の安全と信頼性を強化する上で、大幅な飛躍をもたらすために役立てられる。防御機

能に特化したサイバーセキュリティ・ソリューションを提供できる技術開発や官民の協力

によって高められた眼識により、我々は、日々の生活の灯りを絶やさず、電力を維持する

国内の送配電システムの保護を強化できるようになるだろう」とチュー長官は述べた。 

 
 今回選出されたプロジェクトでは、以下の二つのアプローチにより、サイバーセキュリ

ティ問題に取り組む。 

1) イノベーティブなサイバーセキュリティ・ソリューションの研究開発 
2)  米国電力セクター・サイバーセキュリティー機構（National Electric Sector 
Cybersecurity Organization: NESCO 注1）の設立 

 
イノベーティブ・サイバーセキュリティ・ソリューション(2,000億ドル) 
 

エネルギーのインフラ整備がさらに進むにつれ、それに応じ、サイバーセキュリティの

課題に対処しなくてはならない。これら 8つのプロジェクトは、包括的なサイバーセキュ
リティ・ソリューションについて研究、開発、商業化を行い、サイバー攻撃に対抗して国

内のエネルギーインフラを強化し、オーナーや電力会社が、サイバーセキュリティ法案を

遵守するよう支援する。これらのプロジェクトにより、サイバーセキュリティとプライバ

シー保護が、電力会社、変電所、さらに家庭にまでもたらされるようになるだろう。 

 
次に挙げるのは、資金提供されているプロジェクトの一つである。 

 

                                                 
注1 http://www.grants.gov/search/search.do?mode=VIEW&oppId=53381 
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• Sypris Electronics社(フロリダ州、タンパ)：暗号化キーの集中管理 

このプロジェクトは、侵入者からのアクセスを阻止するため、信頼できる団体にの

みデータへのアクセスを許可する電子データキーを提供、管理することで、データ

の非公開性が保たれるよう保証し、居住地のスマートグリッドメーターのセキュリ

ティを高める予定である。同プロジェクトは、310万ドルの助成を受ける予定であ
る。 

 
米国電力セクター・サイバーセキュリティー機構/ NESCO (1,000 万ドル) 
 
 NESCOは、電力セクターのコンピュータ、およびネットワーク・サイバーセキュリテ
ィ(スマートグリッド向けを含む)を改善する、広範な官民パートナーシップとなるだろう。

DOEや他の連邦政府機関と連携することで、国内外の専門家、ソフトウェア開発業者、
ユーザーが結集して、研究作業に注力する予定である。その研究内容は、以下のとおりで

ある。 

① 新しいサイバー技術のセキュリティ、アーキテクチャ、アプリケーションの評価および

試験。 

②インフラの弱みと脅威の分析、監視、およびその知見を広めること。 

 

 二つの組織がこの取り組みを支援する助成金を受け取る予定である。その内の一つは以

下に述べる組織で、NESCOの一部を形成する。また、助成金を受け取るもう一つの組織
Electric Power Institute, Inc. (EPRI)は、研究や分析を行うためのリソースを NESCOに
提供する。   
 

• Energy Sector Security Consortium, Inc. (EnergySec) (オレゴン州、クラッカ
マス) 
EnergySecは、NESCO(仮称)の一部になる。同社は、サイバー関連の脅威につい
て、データ分析と科学捜査を担うことで、電子システムの信頼性改善に取り組む。

また、以下の内容についても支援を行う。このプロジェクトには、590万ドルが助
成される予定である。 

①グリッドの信頼性に対する課題を認識し、その対応に備えた枠組みを構築。 

②国内外の電力セクターの参加者間でやりとりする情報、ベストプラクティス(最

も効果的、効率的な実践方法)、リソース、解決策を共有。 

③主要な電力セクターのサプライヤーやベンダーのサポート、およびその相互関係

を強化。 
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2010年米国スマートグリッド・ベンダー・エコシステムレポート 
 
  同省はまた、新しい研究結果をまとめた「2010年米国スマートグリッド・ベンダー・
エコシステムレポート」を発表した。このレポートで、スマートグリッドの主な 3つのカ
テゴリー（先進的な検針インフラ（Advanced Metering Infrastructure: AMI）、需要へ
の対応、配電網管理）において、年間 27億 5千万ドルの売り上げがあったことを明らか
にしている。 
 また、同レポートは、この部門における(電力の)消費パターンとマーケットシェアの洞
察に加え、スマートグリッド・エコシステムの将来を形づくる、数多くの新たな産業動向

に注目している。 
 

• スマートグリッド・アプリケーションのデータ量の増加と通信機能の高度化に後押

しされ、ネットワークを拡大しつつある市場参加企業の間での統合と良好なパート

ナーシップへの依存性が高まりつつある。    
• 2007～2010年の間に、ベンチャーキャピタルがスマートグリッド企業に対し、17
億ドルを投資した。その資金の大部分は、AMIサプライヤーや、住宅やビルのエ
ネルギー管理システムに充てられた。 

• ベンチャーキャピタルの支援を受けたイノベーター（イノベーションを行う組織や

企業）が、市場で重要な役割を果たしてきた一方で、このレポートにより、新旧、

大小の企業のほか、国内外の企業など、広範な企業がスマートグリッド事業に参加

していることが明らかになった。 

                              
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 原田 玲子） 
 
 
出典：“Secretary Chu Announces Latest Efforts to Address Cybersecurity” 
http://www.energy.gov/news/9539.htm 
 
 

NEDO海外レポート　NO.1068, 2010.11.25

15



【再生可能エネルギー】有機太陽電池 
 

有機太陽電池が環境に与える影響（米国） 
太陽電池技術の製造・材料・性能の評価研究 

 
太陽エネルギーは、化石燃料エネルギー生産に代わる中心的な代替エネルギーとなるだ

ろう。しかし、現在の太陽電池技術では多くの場合、化石燃料ほどのエネルギー生産量に

は及ばず、大量生産をするにはより多くの費用がかかる。その上、太陽エネルギー生産が

環境へ及ぼす総合的な影響の情報が不十分というのが専門家の意見である。 
 
 太陽エネルギーがもたらすエネルギーと環境に対する有益性と不利益性の理解を深める

ために、ロチェスター工科大学(Rochester Institute of Technology: RIT)の研究チームは早
い時期に有機太陽電池のライフサイクル・アセスメント注1を行った。この研究により、従

来の無機太陽電池と比較して有機太陽電池は内包エネルギー注2（すなわち、1 台の製品を
生産するのに必要な総エネルギー量）が少ないことが判明した。 
 
「この分析は、ひとつの有機太陽電池を製造するために必要なエネルギー量についての総

合アセスメントを提供する。有機太陽電池は技術コストと環境への負荷の両方に対し、重

大な影響を与える」と RITの化学エンジニアリングの助教授であり、このプロジェクトの
専門アドバイザーでもある Brian Landi氏は語った。 
 
 この研究の主任研究者であり、RITのサステイナビリティ(Sustainability)学部の博士課
程 4年に在籍している Annick Anctil氏は「有機太陽電池は柔軟性があり軽量で、低価格
の溶解処理が可能になる。製造に関しても、無機半導体材料を主に使用していた前世代の

技術よりも有利になるだろう。しかし、以前に行ったエネルギーと技術が環境に与える影

響アセスメントは不完全であり、生産と使用の全般的な効果に関するより良い評価のため

に、幅広く分析を行う必要がある」と捕捉した。 
 
 この研究は有機太陽電池技術の総合ライフサイクル・アセスメントを通して、エネルギ

ーの総使用量と同電池の材料の収集・製造・大量生産・使用が環境に与える影響を算出す

る方法を模索している。 
 
 Anctil氏によれば、以前に行ったライフサイクル・アセスメントでは有機太陽電池に使
われている個々の材料を構成要素ごとに分析、もしくは、太陽電池のエネルギー総回収量

の算出は含まれていなかった。 
                                                 
注1 その製品に関する資源の採取から製造、使用、廃棄、輸送など全ての段階を通して環境影響を定量的、客
観的に評価する手法 
引用：http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=2638 
注2 参照：http://www.biz.u-hyogo.ac.jp/society/jsie200810pdf/20081012_06_A_A.pdf 
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 RIT研究チームは、無機電池と比較した場合、有機太陽電池のエネルギー回収年数の方
が短いことを判明させた。しかし、有機太陽電池の性能の安定性を確認するための研究は

継続中であり、今もなお検証が必要とされる。 
 
「生成されたデータは、有機太陽電池技術の使用と改善、そして他のソーラー技術や代

替エネルギー技術と比較した実行可能性分析において、設計者や生産を考えているメーカ

ーに対し、より良いアセスメントを提供するのに役立つだろう。」と Landi 氏は付け加え
た。 
 
 米国電気電子技術者協会(Institute for Electrical and Electronics Engineers: IEEE)の
「2010年太陽光発電専門家会議（2010 Photovoltaic Specialists Conference）」において、
同チームは研究成果のプレゼンテーションを行った。同会議の学生部門で最優秀研究賞を

受賞した Anctil氏は、他のタイプの太陽電池技術のライフサイクル・アセスメントも行い、
太陽電池開発が環境に与える影響をさらに分析していきたいと望んでいる。 
 
 この研究は米国エネルギー省、そして RIT のガリサノ持続可能性研究所(Golisano 
Institute for Sustainability)とナノパワー研究所を通じて助成を受けた。 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 髙村 祐子） 
 
出典： 
“Research Team Assesses Environmental Impact of Organic Solar Cells” 
http://www.rit.edu/news/release.php?id=47796 
Used with Permission. 
 

NEDO海外レポート　NO.1068, 2010.11.25

17



【地球温暖化】排出量取引 

 
EUは期限前に排出量削減目標を達成（欧州） 

 
欧州連合（European Union: EU）は、自らが設定した 2012 年までの温室効果ガス
（greenhouse gas: GHG）排出削減に関する約束を、予定より早く達成できる見通しであ
る。欧州委員会の年次レポートによれば、京都議定書の下で削減目標を課された 25 の加
盟国は、目標を達成できるとのことである。 
 
 Connie Hedegaard 気候行動担当欧州委員は、以下のように述べた。「EU は京都議定
書に署名しただけでなく、GHG削減を誓約した。このことは、約束を果たすという点で、
世界が EUを信頼できることを示している。今回のケースで言えば、実際には目標値以上
の削減を達成しつつあるということだ」 
 
京都議定書で定められた排出削減の約束 
 京都議定書の合意時点で、15の加盟国が、設定された基準年（多くの場合 1990年）と
比較して 2008年～2012年の期間に平均 8％の GHGの排出を集団的に削減すると誓約し
た。各国は、この集団的な約束に基づき、EU 法の下で拘束力のある国別排出削減目標を
設定した。 
 
 EU 27ヵ国の集団的な排出削減目標は存在しない。2004年および 2007年に EUに加盟
した 12加盟国のうち 10ヵ国は、2008年～2012年の期間に基準年対比で 6％または 8％
削減することを、京都議定書の下で個別に約束した。キプロスおよびマルタのみが、排出

削減目標を設定していない。 
 
現段階での排出量 
 2010年 6月に発表されたように（IP/10/659 注1を参照）、2008年の EU 15ヵ国の経済
成長率が 45％であったにも拘わらず、GHG 排出量は基準年対比 6.9%減であった。2008
年というのは、15 ヵ国全部のデータが揃う最新の年である。EU 27 ヵ国全体では、基準
年から 2008年までの間に排出量が 14.3%減少した。 
 
 欧州環境機関（European Environment Agency: EEA）が 2010年 10月 12日に発表し
た別のレポートは、経済低迷により、2009年の GHG排出量が急激に減少したと暫定的に
評価している。2009年の EU 15ヵ国の排出量は基準年対比で 12.9%減、EU 27ヵ国の排
出量は 17.3%減であった。 
                                                 
注1 ”Climate change: Commissioner Hedegaard welcomes fall in EU greenhouse gas emissions for fifth 

year running”、2010年 6月 2日、 
（http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/659&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en） 
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EU 15ヵ国および EU 27ヵ国の排出量予測 
欧州委員会の進捗レポート注2は、EU 15ヵ国に関して、加盟国が国際排出クレジットの
購入計画を実施し、植林計画・森林再生活動を推進した場合には、2008年～2012年の約
束期間中の GHG排出総量が基準年対比で平均 14.2%程度減少すると予測している。 
 
 既存の政策および対策（すでに実施されたものを含む）は、基準年対比で 10.4%の排出
量削減につながると考えられている。そのうえ、EU 15ヵ国のうち 10ヵ国が計画してい
る、京都議定書で認められた市場メカニズムに基づく排出クレジットの購入を実施すれば、

さらに 2.7%の削減が上積みされ、全体的な削減は 13.2%程度注3に達するとみられる。また、

大気から二酸化炭素を吸収する生物学的「シンク」を作り出す、植林計画や森林再生活動

の実施により、さらに 1.0%の削減が見込まれている。 
 

EU 27ヵ国に関して、京都議定書の下で削減目標を設定した EU 12加盟国のうち 10ヵ
国は、基準年対比で 6%または 8%の削減という目標を達成するか、目標値を上回る可能性
が高い。 

 
欧州委員会の進捗レポートで提示された予測は、景気後退が排出削減量の増加に影響を

及ぼしていることを示している。 
 

EEAレポートとの違い 
 欧州委員会のレポートは、京都議定書の目標達成に向けた EU の進捗状況を評価する

EEA のレポートとアプローチの点で若干異なる。欧州委員会のレポートが、約束期間
（2008年～2012年）終了時までの排出量の実績と予測を評価対象にしているのに対して、
EEA による加盟国レベルの分析は、2008 年の排出量実績のみに基づいている。それぞれ
のレポートが提示した評価の違いを理解しようとするなら、2 つのレポートの前提が異な
ることを念頭に置かなければならない。 
 
詳細 
欧州委員会の進捗レポートは、以下のサイトから閲覧できる。 
http://ec.europa.eu/environment/climat/gge_progress.htm 
 
環境気候変動総局のホームページ 
http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm 
 
欧州環境庁プレスリリース 

                                                 
注2 Progress towards achieving the Kyoto objectives. Report from the Commission. COM(2010) 569 
注3 この数字は概算である。 
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http://www.eea.europa.eu/pressroom 
 
 

翻訳： NEDO（担当 総務企画部  吉野 晴美） 
 
出典：Climate change: European Union making deeper emission cuts than promised 

（ http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1315&format
=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en） 
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【地球温暖化】 石炭ガス化技術   
 

中国は石炭のグリーン化を志向 
 
 石炭は、中国にとって、経済発展の原動力であるとともに、汚染源でもあった。しかし、

世界一急速な経済成長を遂げる同国は、発展を維持するために、今後も数十年に渡り石炭

に依存することになろう。ただし、これまでと異なるのは、温室効果ガスの排出削減に関

する約束を果たすために、より環境に配慮した方法で石炭を利用していることである。 
 
 科学技術部のデータによれば、中国の経済はこの 30 年で躍進を遂げ、過去 10 年の年間

成長率は 8%を超えるものであった。それに伴い、エネルギー消費量も急増した。現在、

中国はエネルギー使用量の約 70%を石炭で賄っており、そのほとんどが電力部門や鉄鋼産

業で使用されている。世界 大の石炭の生産者であり、かつ、消費者である同国は、経済

発展のためにより多くのエネルギーを必要とすることから、石炭に対する需要が絶対値で

増加し続けている。 
 
 しかし、中国は石炭を非効率な方法で大量燃焼してきたため、深刻な汚染の原因になっ

た。その結果、中国は、欧米諸国から頻繁に非難され、「世界 大の汚染源排出国」のレッ

テルを貼られることになったのである。「二酸化硫黄排出の 70%以上が石炭の燃焼と関連

があるため、石炭の消費が中国における主要な汚染原因になっている」と、中国社会科学

院の Shi Dan 研究員は説明した。それは、中国のエネルギー安全保障に対する脅威でもあ

ると、専門家たちは警鐘を鳴らす。 
 
 しかし、中国はいまだに産業化や都市化を順調に進めている途上国であり、エネルギー

需要が増大している。石炭が豊富な山西省（Shanxi Province）で 2010 年 9 月 16 日～18
日に開催された中国（太原）国際エネルギー産業エキスポ（China (Taiyuan) International 
Energy Industry Expo）に参加した政府の役人、専門家、企業は、「中国は、今後も数十

年に渡り、エネルギー供給の大部分を石炭に依存することになる」という認識で一致した。

また、エネルギー問題に対処するに当たっての鍵は、クリーンテクノロジーを利用するこ

とにより石炭の消費を一層グリーン（環境に優しい）にし、再生可能エネルギーやクリー

ンエネルギーの使用比率を増やして石炭への依存を徐々に減少させることであろう、と述

べた。 
 
圧倒的な石炭 
 中国のエネルギー総消費量は、2009 年に標準石炭注1換算で 30 億トンを超えたが、その

うちの 68.7%は石炭であった。政府の予備調査によれば、毎年の GDP 成長率を 8%と仮定

した場合、一次エネルギー需要は、2015 年までに標準石炭換算で 42 億トンに達すると考

                                                 
注1 標準石炭１トン＝石油 0.7 トン 
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えられている。国家エネルギー局 Fang Junshi 氏の 2010 年 6 月の予測によれば、およそ

38 億トンが石炭になるだろうとのことである。 
 
 「現在だけでなく、今後 40～50 年は、中国のエネルギーミックスにおいて石炭が圧倒

的な状況が続く」中国工程院の学士院会員である Ni Weidou 氏はこのように述べた。同氏

の予測によれば、中国は今後 40 年で 900 億トン以上の石炭を消費し、エネルギー総消費

量に占める石炭の比率は 35%以上になるとのことである。「経済を押し上げるためにこの

まま大気汚染と非効率的な石炭の消費を続けた場合に、あと何年発展が続くか想像するこ

とができない」と、商務部の Gao Hucheng 副部長は言う。 
 
 さらに、石炭需要の伸びは、次の 10 年で二酸化炭素（CO2）の排出量を削減するという

政府の計画と乖離している。政府は昨年、2020 年までに GDP 1 単位当たりの CO2排出原

単位（emission intensity）を 2005 年対比で 40～45％削減することを誓約した。また、

第 11 次五カ年計画（2006～2010 年）の中で、2010 年までの 5 年間でエネルギー消費を

GDP 対比で 20%削減すると発表している。温家宝首相は、2010 年 9 月に天津で、第 11
次五カ年計画の 初の 4 年で GDP 1 単位当たりのエネルギー消費量が 15.6%減少したと

語った。 
 
 Gao 副部長は、エネルギー効率が良く、環境に優しい経済成長の道を模索することは、

中国にとって「喫緊の」課題であるため、エネルギー部門に対してさらに厳しい要求を突

きつけることになった、と述べた。こうした目標を設定した結果、政府は、石炭使用に適

用するよりクリーンな技術を開発し、将来の代替エネルギーとして有望な再生可能エネル

ギーや新エネルギーの使用を拡大するための対策を加速させた。「大規模に石炭を利用でき

るか否かは、長期的には、現在および新たな競合するエネルギー源と比較して、コストお

よび環境面の双方で競争力のある技術をいかに早く導入できるかによるだろう」国際エネ

ルギー機関グローバル・エネルギー・ダイアログ理事会中国プログラムマネージャーの

Jonathan Sinton 博士はこう語った。 
 
 石炭を直接燃焼するのではなく、クリーンで効率的に利用することは、中国が低炭素経

済を追求する上で極めて重要であり、また喫緊の課題でもあると、Ni Weidou氏は言った。

同氏は続けて「特に石炭のガス化（coal-to-gas）と、それに由来する複合的なエネルギー

生産システム（multi-production energy system）は、中国が直面するエネルギーの課題

に対する包括的な解決策である」と述べ、同国における大気汚染やエネルギー安全保障問

題を回避するために、この技術へ移行する取り組みを強化するよう求めた。 
 
 石炭ガス化技術とは、石炭を高温高圧で燃焼して石炭中の分子結合を破壊し、再結合す

ることによりさまざまな燃料や化学物質になるガスを生産するものである。ガスや石油が

供給不足に陥っていても、石炭は豊富に埋蔵しているため、経済発展の推進策として石炭
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ガス化技術を用いたプロジェクトを実施することが、従来からの政府の政策課題であった。

また、石炭をガス化する過程で CO2を回収、貯留する方が、石炭の直接燃焼時に回収、貯

留するより容易であろうと、Ni 氏は語った。さらに、石炭をガスに変換することは、石炭

をよりクリーンに利用する方法であり、消費時の温室効果ガス排出量が少ないガスの供給

を増やす方法でもある。同国は、これを試験的に導入している。 
 
中国 Shenhua CTL & CTC 研究所の Du Minghua 副所長によれば、現在中国は、内モ

ンゴル自治区、遼寧省、新疆ウイグル自治区で、年間に 151 億 m3 注2を生産する 4 件の石

炭ガス化パイロットプロジェクトを開始したところである。これらのプロジェクトは、

2011 年～2013 年に運用が開始される予定である。中国海洋石油総公司（China National 
Offshore Oil Co. : CNOOC）の Fu Yucheng ゼネラルマネージャーによれば、同社は、山

西省の石炭ガス化プロジェクト（今後 5 年で年間 100 億 m3を生産）に 大 1,000 億元を

投資する意向とのことである。 
 
代替案 
 石炭に依存している中国は、同国のエネルギー需要を満たすため、また、環境問題や持

続可能な発展に対する懸念から、再生可能エネルギーや新エネルギーにも関心を向けてい

る。風力、水力、ソーラー、原子力といった、よりグリーンなエネルギーの開発は、経済

発展を後押しするための政府の政策課題であった。政府は昨年、2020 年までにエネルギー

容量のうち少なくとも 15%を風力、ソーラーなどの再生可能エネルギー源から生み出し、

化石燃料の消費量を現行の 85%にまで削減するという計画を発表した。今日のエネルギー

ミックスにおける化石燃料の比率は、91%である。 
 
 2010 年 8 月初旬に発表された China Securities Journal 誌は、国家情報センターから

の情報を引用して、中国は工業発展計画の下で、今後 10 年で再生可能エネルギープロジ

ェクトに 5 兆元投資する計画であると述べている。 
 
「世界中で進んでいる新エネルギー産業の育成という点で、中国は大きな前進を遂げた」

と、Li Xueyong 科学技術部副部長は言った。たとえば、2009 年末までに風力発電の総設

備容量は、17,580 メガワットに達し（2000 年対比で 51 倍）、また、ソーラーパワーの容

量は 230 メガワットに達した（2000 年対比で 7.7 倍）。 
 
 Jonathan Sinton 博士は、中国政府は、コスト競争力のギャップに取り組み、商業化前

の段階にある研究開発への助成を拡大するために、過去を凌ぐレベルで目標とする技術政

策を推し進めなければならないと言う。科学技術部によれば、中国は、第 11 次 5 カ年計

画で、省エネ技術および CO2 排出削減技術の研究開発に 100 億元を割り当てた。Li 

                                                 
注2 （編集部注）原文では 15.1 m3（15.1 cubic meters）となっていたが、151 億 m3（15.1 billion cubic meters）

の誤りであると推定される。 
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Xueyong 副部長は、現在策定中の次の 5 年のための開発戦略では、新エネルギー産業に着

目して、この部門の技術研究開発に対する支援を拡大するだろうと話した。 
 
 

翻訳： NEDO（担当 総務企画部  吉野 晴美） 
 
出典：China Seeks to Play Green with Black Energy 
（http://english.cas.ac.cn/Ne/CN/201009/t20100919_59083.shtml） 
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【環境】水利用の持続可能性 エコシステムサービス  
 

NSFが水利用の持続可能性と気候に関する研究に助成（米国） 
 
増加し続ける水への需要と気候の変動や変化を考慮した場合、今日世界が直面している

喫緊の課題の中でも特に重要なものは、質の良い水の十分な供給を確保するという問題で

ある、と科学者たちは言う。 
 
 水は地球上の生命にとって重要であるにもかかわらず、水の入手可能性、水質、水の力

学に関する我々の理解と、変動しつつある気候や人類の活動が地球の水システムに及ぼす

影響の間には重大なギャップが存在している。 
 
 地球上の水がどのように循環しているかという問いについての理解を深めるために、国

立科学財団（National Science Foundation: NSF）は、「水利用の持続可能性および気候
（Water Sustainability and Climate: WSC）」の助成公募を通じて、17のプロジェクトを
選出した。 
 
 これらのプロジェクトの目的は、地球の水システムと、気候変動、土地の使用、都市

環境（built environment）、エコシステムの機能やエコシステムサービス注1との相互作

用を理解し、予測することである。 
 
 「我々は、どのようにして既存の水システムやその管理システムを、より高い信頼性や

回復力があり、持続可能なものにするかについて決定する必要がある。しかし、これを実

現するには、たとえば、エネルギー、工業製品や農産物の生産時の節水と、都市環境の要

請といった多様で、時に相反する必要性を調整しなければならない」と、NSF地球科学局
の Tim Killeen副局長が語った。 
 

WSCの助成公募は、NSFの地球科学局、工学局、生物科学局、社会・行動・経済科学
局の支援を受け、これらにより運営されている。 
 
 この助成金は、特定地点の観察をモデル（地球上の異なるプロセスの統合だけでなく、

観察地点以外の地域への空間的、時間的推論を可能にする）と組み合わせて、水システム

の研究を支援するためのものである。 

                                                 
注1 気候の安定、物質の循環、炭素の貯留機能や土壌の保全，生物多様性の保全機能,といった、森林や水が持
つさまざまな公益機能を、エコシステムサービスという。（参照：NIES-FRIM-UPM 熱帯森林生態および
生物多様性の共同研究「熱帯域におけるエコシステムマネージメントに関する研究」、国立環境研究所 
（http://www.nies.go.jp/biology/pasoh/project_outline/index.html）；厳網林、松崎彩、鴫原美可子、「地
域エコシステムのマッピングとエコシステムサービスの評価―地域環境ガバナンスのためのGIS ツールの
適用―」（http://coe21-policy.sfc.keio.ac.jp/ja/wp/WP06.pdf）） 
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 「研究結果は、地球の水資源に対する我々の理解を深めることになろう。それに伴い、

水の入手可能性だけでなく、地球上の生命の未来に関する我々の予測能力も向上するだろ

う」Killeen副局長はこう述べた。 
 
カテゴリー1：ワークショップの計画に対する助成 
 
プロジェクト 主研究者 概要 
大規模マングローブ

河口域における、淡

水の流入とエコシス

テムの機能やエコシ

ステムサービスとの

関連付け 

Michael C. Sukop
（フロリダ国際大

学） 
 

このプロジェクトの目的は、①経験主義

的、かつ、実験に基づいた分析的なアプ

ローチを構築して、水のバランスと炭素

収支（carbon budgets）をマングローブ
河口域のエコシステムの機能やエコシス

テムサービスと関連づけ、②構築したア

プローチを実施して、同地域における水

資源の配分を決定するフォーラムに研究

結果を反映させるための長期計画を策定

する。この研究は、エバーグレーズ国立

公園の一部で行われる。 
気候変動と都市化に

伴う人類の水資源管

理方法の変化が与え

る水理学的、生態学

的影響 

Douglas 
Jackson-Smith  
（ユタ州立大学） 

このプロジェクトは、今後予想される気

候変動や都市化に伴う水分配の変化と水

利用の効率が、どのような結果（意図し

たか否かにかかわらず）をもたらすか、

という問いに答えようとするものであ

る。同プロジェクトは、NSFが助成する
WATERSテストベッド注2流域、農務省保

全効果評価プログラム（Conservation 
Effects Assessment Program: CEAP）研
究流域、西部山岳地帯における環境保護

庁（Environmental Protection Agency: 
EPA）の流域標的プロジェクト（Targeted 
Watersheds Project）の共同研究地域で
の研究結果に基づいて進める計画であ

る。 
                                                 

注2 テストベッドとは、大規模なシステムを開発する際に使用される、実際の運用環境に類似した試験用プラ
ットフォームの総称を指す。（参照：「テストベッド」、BINARY IT用語辞典 
（http://www.sophia-it.com/content/%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%99%E3%83%83
%E3%83%89）） 
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プロジェクト 主研究者 概要 
国境地帯の持続可能

性：脆弱な地形にお

ける水、気候、およ

び社会的変化 

William Hargrove
（テキサス大学エル

パソ校） 

このプロジェクトは、ワークショップを

開催して、変化に対する生態学的／社会

システムの回復力、適用能力および変革

能力について分析する予定である。研究

対象の水システムは、リオグランデ川中

流および米国とメキシコの国境地帯にあ

るエルパソ/フアレスである。エルパソ/
フアレスは、暴力、移民および社会的不

公正によって複雑になった複合的な生物

物理学的、社会経済学的環境の中で独特

の課題を提示している。 
調節可能な水システ

ムからの学習 
Joan Rose 
（ミシガン州立大

学） 

この「計画」に対する助成は、環境の変

化に応じて変化する利用可能な水や水シ

ステムの観察とモデリングを統合する研

究手続き手順の開発に焦点を当ててい

る。このプロジェクトは、既存のイニシ

アティブを統合して、ミシガン州のセン

トクレア湖とグランドリバーの流域を評

価し、これまでに起きた変化と将来起こ

りうる変化を社会科学の観点から調査

し、水質、公衆衛生、および持続可能性

に対するリスクを気候変動の観点から解

明する。 
東アフリカのグレー

トレークス地方にお

ける水利用の持続可

能性および気候 

Thomas C. Johnson
（ミネソタ州立大学

ダルス校） 

東アフリカの地溝湖（Rift lakes）は、農
業に適した条件が揃い、魚が豊富で、淡

水が十分にあり、気候も厳しすぎず、景

観も美しいことから、人口が増加してき

た。このプロジェクトは、熱帯の東アフ

リカ・グレートレークス地方の典型例で

あるマラウィ湖流域の水利用の持続可能

性および気候のための学問横断的な研究

計画を発展させる計画である。 
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プロジェクト 主研究者 概要 
水環境の共同観察：

国レベル調査プログ

ラム 

John B. Braden 
（イリノイ大学アー

バナ・シャンペーン

校） 
 

Braden氏と彼のチームは、水システムの
連動に対する我々の理解を深める知見を

生み出すことにより、人類の行動を組み

込んだ予測的科学モデルを開発し、政策

や機関が環境的なアウトカムを改善しな

がら水の経済的価値を高められるように

する計画である。研究者たちは、国立海

洋大気庁（NOAA）、環境保護庁（EPA）、
米国農務省（USDA）、米国地質調査所
（USGS）、 労働統計局（BLS）といった
機関と連携して研究に従事する予定であ

る。 
急速に都市化し、気

候変動に敏感な地域

の水資源に対する持

続可能性の力学 
 

James R. Gosz 
（アイダホ大学） 
 
 

このプロジェクトは、水資源関連の問題

に幅広く取り組む計画である。たとえば、

ワシントン州スポケーン‐アイダホ州コ

ーダレーン地域における気候の力学、水

質・水量、景観の力学、分散型エネルギ

ーおよび再生可能エネルギー、社会経済

的要因、文化的・人口動態的変化、天然

資源の法則、都市環境・インフラ整備、

運輸計画・運輸政策、都市‐荒れ地・農

業インターフェース、新たな脅威など。 
アリゾナ州北部の森

林に覆われた流域向

けの経済的に持続可

能な回復・監視計画

の策定 
 

Abraham E. 
Springer 
（ノーザン北アリゾ

ナ大学） 

Springer 氏と彼の研究チームは、流域と
森林の管理測定基準をエコロジカル経済

学注3に結びつけて、アリゾナ州北部に植

林されたポンデローサ松の大規模な生態

学的回復のために使用されたコストを相

殺する、流域サービス市場向けのモデル

を構築する計画である。流域管理による

便益に対価を支払う利害関係者が存在す

る成功した水市場は、森林状態の維持、

監視、回復を支援し、持続可能な水資源

を提供するとみられる。 

                                                 
注3 エコロジカル経済学とは、生態系の維持と経済活動を両立させるための社会的・経済的制度や政策を模索
する学問を指す。 

NEDO海外レポート　NO.1068, 2010.11.25

28



プロジェクト 主研究者 概要 
人類、水文学注4、気

候変動、およびエコ

システム：五大湖流

域の水資源およびエ

コシステムサービス

の統合分析 
 
 

Alex S. Mayer 
（ミシガン工科大

学） 

北米の五大湖地域は、水に富んでいるが、

水資源の使いすぎという懸念が存在して

いる。科学者たちは、ワークショップを

開いて、以下の二つの計画に基づいてこ

の問題に取り組む予定である。 
①将来の土地使用や気候変動がエコシス

テムに与える影響を予測する統合生物物

理学的モデルの構築 
②同地域のグループや個人が、この地域

の水産資源をどのように認識しているか

についての理解の深化 
廃液流出型の都市化

が進む流域の水およ

びエコシステムの持

続可能性のための生

物物理学的・社会学

的統合研究 

David Hoeinghaus
（ノーステキサス大

学） 

研究対象になっているトリニティ川上流

域（ダラス‐フォートワース・メトロプ

レックスを含む）は、地上の水に対する

依存度を高めながら急速に都市化が進む

流域の研究のためのモデルシステムとし

て大きな可能性がある。フィールドリサ

ーチや公共測量により、入手可能なデー

タのギャップを埋め、人間系システムと

自然系システムをモデル化する予定であ

る。 
 

                                                 
注4 水文学（すいもんがく、hydrology）は、自然界における水の循環を中心概念とする学問分野で、降水研究、
雪氷、蒸発散、地表水、侵食と堆積、水質、水資源システムとその相互作用などを研究対象としており、
流域水文学（降水から流出まで、主に流域を扱う）と地球水文学（地球規模での降水、 蒸発散、水蒸気輸
送なども含めた領域を扱う分野）に分類することができる。（参照：「水文学とは」 
（http://hydro.iis.u-tokyo.ac.jp/Mulabo/research/indexj.html）） 
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カテゴリー2：観察およびモデリング 
 
プロジェクト 主研究者 概要 
五大湖の水質に対す

る極端な出来事の影

響：変動しつつある

気候という条件下で

の養分負荷の予測と

管理 
 

Anna M. Michalak
（ミシガン大学アン

アーバー校） 

五大湖は、慢性的な水質問題を抱える極

めて重要な淡水資源である。この研究は、

以下の質問に答えようとするものであ

る。 
①気候変動に誘発された極端な出来事

は、五大湖システムの水質やエコロジー

に対してどのような影響を与えうるか 
②これらの課題に取り組むのに有効な管

理戦略は、どのようなものか 
地域的な気候のばら

つきや都市開発パタ

ーンの都市水サイク

ルおよび養分流出に

対する影響 
 

Claire Welty 
（メリーランド大学

ボルティモアカウン

ティ） 
 

この研究の目的は、地域的およびローカ

ルな気候のばらつきという状況下での都

市開発パターンと水文学サイクルおよび

これに付随する栄養サイクルとの相互作

用を評価することである。都市の水利用

の持続可能性を制御するフィードバック

関係をシミュレーションするためのモデ

リングシステムを構築することに、特別

な焦点が当てられる。 
中西部農業の展望に

おける気候変動、土

地利用の変化、およ

び都市化：水質およ

び水量に関する課題 

Christopher 
Kucharik 
（ウィスコンシン大

学マディソン校） 
 

このプロジェクトは、気候、土地の使用、

土地被覆、都市環境、および人類の需要

の変化に従い、地域的流域でエコシステ

ムサービスはどのように多様性を持ち、

どのように維持されうるか、という問い

に答えようとするものである。同研究の

対象は、北中西部（Upper Midwest）に
位置する、水関連問題の模範であるウィ

スコンシン州ヤハラ川流域である。 
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カテゴリー3：モデリング 
 
プロジェクト 主研究者 概要 
ハイ・プレーンズ帯

水層（High Plains 
Aquifer）地域の持続
可能性に向けて：景

観、大気および社会

経済的システムの統

合 
 

David Hyndman 
（ミシガン州立大

学） 
 

ハイ・プレーンズ地域は、米国で最も生

産性の高い灌漑農地の一つであると自負

しているが、これは、世界最大の帯水層

システムの一つであるオガララ‐ハイ・

プレーンズ帯水層群に近接しているため

である。このプロジェクトは、農産物に

対する需要の増加に直面しているという

状況下、同地域の農業の実施に関して、

異なったレベルの持続可能性を数値化す

る計画である。 
乾燥地帯を流れる川

を対象とした気候変

動、人口動態の変化

および水資源の限界

値の統合 
 
 

Thomas Meixner 
（アリゾナ大学） 

Meixner 氏と彼のチームは、アリゾナ州
南部のサンペドロおよびサンタクルス川

流域で研究に取り組む予定である。既存

の科学的データセットや行動データセッ

トは、プロセスベース・モデルを用いて

統合され、公益市場分配モデルに関連づ

ける計画である。 
アジアにおける穀

物、気候、運河およ

び寒冷圏：地球の「第

三の極」注5を取り巻

く水資源の変化 
 
 

Steve Frolking 
（ニューハンプシャ

ー大学） 

このプロジェクトは、水文学における気

候変動要因の変化が、中央アジア、南ア

ジア、東アジア、東南アジアの農業生産

や土地利用に及ぼす影響や、これらの影

響が同地域の将来的な食料安全保障や経

済的繁栄にとって何を意味するかについ

て、統合評価法を構築する予定である。

同プロジェクトは、アジアの山岳を流れ

る主要な河川（インダス川、ガンジス川、

ブラマプトラ川、サルウィーン河、メコ

ン川、揚子江、黄河、アムダリヤ川、シ

ルダリヤ川、イルティシュ川）の流域に

おける現在および予測される水資源を評

価する計画である。 

                                                 
注5 チベット高原を取り巻く山脈や高原（ヒマラヤ山脈、カラコルム山脈、崑崙山脈など）は、中低緯度で最
も多くの氷を山岳氷河という形で貯蔵しており、南極、北極に次ぐ第三の極（The Third Pole）と呼ばれ
ている。（参照：日置幸介、松尾功二、「重力衛星 GRACE でみたアジアの山岳氷河の融解」
（http://wwwsoc.nii.ac.jp/jepsjmo/cd-rom/2009cd-rom/program/session/pdf/W162/W162-001.pdf）） 
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 このプログラムは、NSF による「持続可能性のための科学、工学、教育（Science, 
Engineering, and Education for Sustainability: SEES）」プログラムに対する投資の一環
である。SEESで扱う領域は、システムベース・アプローチを用いて、気候およびエネル
ギー分野の研究および教育の課題に取り組んでおり、自然、社会および都市環境の変化を

理解、予測し、変化に対処することを目指している。 
 
初期の SEESプログラムは、気候と環境の共通部分（人的側面を組み込むという特別の

関心を含む）という観点から、一連の研究プログラムおよび教育プログラムの調整に焦点

を当てていた。 
 
 NSFが SEESで扱うさまざまな分野の中の主要なテーマに関して、2010会計年度用に
新たな公募が発表された。これらの公募（水利用の持続可能性と気候、生物多様性の側面、

海の酸性化、地域別の 10 年単位の地球システムモデリング、気候変動教育プログラム）
は、全部で 70のプロジェクトに対して総額 6,600万ドルを助成する。 
 
 

翻訳： NEDO（担当 総務企画部  吉野 晴美） 
 
出典：NSF Awards Grants for Study of Water Sustainability and Climate 

（ http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=117819&org=NSF&from=
news） 
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【ナノテクノロジー・材料】ナノワイヤ 高速グラフェン・トランジスタ  
 

UCLA が高速グラフェン・トランジスタで世界記録達成（米国） 
 
 原子 1 つ分の厚さの黒鉛炭素シートであるグラフェンは、ラジオ、コンピュータや

電話などの電子機器をより小さく、より高速にすることにおいて、大いなる可能性を

持っている。しかしこの特異的性質はまた、グラフェンの電子機器へ組み込みを難し

くしている。 
 
 カリフォルニア大学ロサン

ゼ ル ス 校 （ University of 
California, Los Angeles ：

UCLA）の研究者グループは、

2010 年 9 月 1 日版の Nature
誌に掲載された研究論文で、

どのようにして、こうしたい

くつかの困難を乗り越え、現

時点で 高速のグラフェン・

トランジスタを作り出したか

を説明している。 
 
 キャリア移動性（物質によ

り電子情報が送信されるスピード）が も高いことで知られるグラフェンは、高速・

高周波電子機器への応用の有力候補であるが、従来のグラフェン作成技術では、機器

の品質低下が頻繁に生じている。 
 
 UCLA の Xiangfeng Duan 化学・生化学教授率いる研究チームは、ナノワイヤをセ

ルフアライン（自己整合）ゲートとして用いた、グラフェン・トランジスタの新たな

作製プロセスを開発した。 
 
 セルフアラインゲートは、電子信号を増幅したり、スイッチを切り替えたりするた

め使用される半導体機器である、近代のトランジスタの重要な要素である。ゲートは、

トランジスタを様々な状態に切り替えるために使用されており、セルフアラインゲー

トは電子機器のサイズの縮小から生じる不整合に対応するため開発された。 
 
 Duan教授は、UCLAカリフォルニア・ナノシステム研究所（California NanoSystems 
Institute：CNSI）注 1の研究者 2 人、すなわち、ヘンリー・サミュエリ工学・応用科

                                                  
注1 http://www.cnsi.ucla.edu/ 

Xiangfeng Duan 教授率いる、UCLA の研究チームによ

り設計された、高速グラフェン・トランジスタの図解。

トランジスタの中央を横切るシリンダーが、セルフアラ

イニング・ナノワイヤ・ゲートである。 
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学部のYu Hang材料科学・工学助教授、および同学部のKang Wang電子工学教授と共

同で、この新たな作製技術の開発に取り組んだ。 
 
 Duan 教授は、「この新たな戦略は、以前、グラフェン・トランジスタ（の研究）で

直面した 2 つの制約を克服するものである。第 1 に、この新技術ではグラフェン組み

込み時に感知可能な、いかなる欠陥も生じないため、高キャリア移動度が維持される。

第 2 に、我々研究チームは、ゲートとしてナノワイヤを用いたセルフアライン・アプ

ローチを採用することで、これまで直面していた整合過程（アラインメント）での困

難を克服でき、また従来にない性能を持った、短チャネルトランジスタを作り出すこ

とができた」と語った。 
 
 こうした研究の進展により同チームは、 大 300GHz の遮断周波数（ cutoff 
frequency）を持った、これまでで 高速のグラフェン・トランジスタの実証に成功し

た。これは、ガリウムヒ素やリン化インジウムなどの高電子移動度材料を用いた 高

のトランジスタに匹敵するものである。 
 
 UCLA の Lei Liao ポスドク研究員は、「我々はこのアプローチと結果に非常に興奮

を覚えている。さらに現在、同アプローチのスケールアップとトランジスタの高速化

に取り組んでいる」と述べた。 
 
 高速・高周波電子機器もまた、マイクロ波通信、画像化、レーザー技術分野におい

て、幅広く応用される可能性を持っている。 
 
 本研究は、国立科学財団（National Science Foundation）と国立衛生研究所

（National Institutes of Health）から資金提供を受けている。 
 
 UCLA の CNSI は、UCLA とカリフォルニア大学サンタバーバラ校（UC Santa 
Barbara：UCSB）が共同で運営する、総合研究センターである。CNSI のミッション

を以下に示す： 
 ナノシステムとナノ技術分野での発見に向けた、分野横断的共同研究の推進・

促進 
 次の世代の科学者、教育者、技術指導者の養成 
 カリフォルニア州、米国および世界の経済発展と社会福祉を後押しするための、

産業界との連携の促進 
 CNSI は、カリフォルニア州から 1 億ドル、さらに連邦研究助成金と産業界による

資金提供 2.5 億ドルを受け、2000 年に設立された。同研究所では、生物学、化学、生

化学、物理学、数学、計算科学および工学の分野の研究者らが、我々の世界の基礎的

要素である原子と分子の測定、修正および操作を行っている。彼らは、総合研究所と
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いう環境を活かし、健康、エネルギー、環境、情報技術の分野におき、ナノスケール

でのダイナミックな研究を行い、大躍進をもたらしている。 
 
 より詳細な情報については、以下に示す UCLA Newsroom、または Twitter から参

照できる： 
UCLA Newsroom： http://newsroom.ucla.edu/portal/ucla/default.aspx 
Twitter： http://twitter.com/uclanewsroom 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 飯塚 和子） 
 
出典： 
“UCLA chemists, engineers achieve world record with high-speed graphene 
transistors” 
（ http://newsroom.ucla.edu/portal/ucla/ucla-chemists-engineers-achieve-169811.as
px） 
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【ナノテクノロジー・材料】ナノ LED 
 
「ナノ LED」を作成できるナノワイヤの新製法を NIST が発見(米国） 
 
 米国標準技術研究所（National 
Institute of Standards and 
Technology: NIST）の化学者たちは、

ナノスケールのワイヤを創製する新た

な方法を改良している時に、予期せぬ

幸運を発見した。その幸運とは、発光

ダイオード（ light-emitting diodes: 
LED）の光に類似した光を生み出すナ

ノワイヤを作る新たな方法のことであ

る。この「ナノ LED（nano-LED）」

の発光能力は、将来、ナノ発電機やラ

ボチップ（lab-on-a-chip）注1システム

といった小型装置の開発に役立つ可能

性がある。 
 
 通常ナノワイヤは、ガス中の分子（たとえば酸化亜鉛）を基板材料上に制御析出するこ

とで「成長」する。このプロセスは、化学蒸着（chemical vapor deposition: CVD）と呼

ばれる。ほとんどの CVD 技法は、ブラシの毛のように表面から垂直に伸びるナノワイヤ

を形成する。ワイヤは、一方の端で基板と接しているだけなので、基板材料の特性の影響

を受けないことが多い。そのため、ナノワイヤの実際の組成を特定することが困難になり、

好ましい特長とはいえないのである。また、垂直に成長することで、ナノワイヤが密林の

ようになってしまい、より質の高いワイヤを個別に確認したり、再配置したりすることが

難しくなる。こうした欠点を克服するために、NIST の化学者 Babak Nikoobakht 氏およ

び Andrew Herzing 氏は、ナノワイヤが基板上で水平に成長する「表面配向

（surface-directed）」法を開発した注2。 
 
 垂直に成長する多くの CVD 法と同様に、NIST の製造方法も、結晶形成のための触媒と

して金を用いる。しかし、NIST 法は、蒸着した金を 900℃（華氏 1,652 度）にまで加熱

してナノ粒子に変換させ、酸化亜鉛分子の結晶成長の起点として用いるという点で異なる。

                                                 
注1 ラボチップ（lab-on-a-chip）とは、半導体微細加工技術などを用いて微小な溝やくぼみを作製し、反応・

分離・検出などを行うことができる、手の平サイズの基板（ガラスなど）を指す。（参照： 「唾液でスト

レスを手軽に測るラボチップの開発に成功」、産総研プレスリリース、2005 年 11 月 2 日、

（http://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2005/pr20051102/pr20051102.html#a）） 
注 2  “NIST Demos Industrial-Grade Nanowire Device Fabrication” NIST Tech Beat, Oct. 25, 2007  

（http://www.nist.gov/public_affairs/techbeat/tb2007_1025.htm#nanowire） 

「ナノ LED」発光時の光学顕微鏡像 
Credit: NIST 
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酸化亜鉛のナノ結晶が成長するにつれ、この結晶は金のナノ分子を基板（今回の実験では

窒化ガリウム）の表面に沿って押し出し、基板上で水平に成長するナノワイヤを形成する。

また、このナノワイヤは、基板材料の特性に強く影響されていることが確認された。 
 
 ACS Nano に発表された最近の研究注3によれば、Nikoobakht 氏および Herzing 氏は、

金触媒のナノ粒子の厚さを、8 ナノメートル未満からおよそ 20 ナノメートルにまで増加さ

せた。このことは、ナノワイヤが、鮫などの「背びれ」のような二次的な構造（ナノウォ

ール）を成長させるという結果をもたらした。ナノウォール内の酸化亜鉛の部分は電子が

豊富で、窒化ガリウムの部分は電子が少ない。この二つの材料の接触面（p-n ヘテロ接合）

では、ナノワイヤ―ナノウォールの結合を電荷した場合に、ヘテロ接合部に電子が流れる。

すると、電子の流れが光を生み出す。研究者たちはこれを「ナノ LED」と名付けた。 
 
 従来のヘテロ接合作成方法と異なり、NIST の「表面配向」作成法は、個々のヘテロ接

合を容易に基板の表面に配置することができる。こうした特性は、一つの発光単位として

荷電できるように、配列の中で多数のヘテロ接合をグループ分けしなければならない時に、

とりわけ有用である。 
 
 透過性電子顕微鏡（transmission electron microscope: TEM）で酸化亜鉛―窒素ガリウ

ムのナノワイヤおよびナノウォールを調べた結果、ナノワイヤには構造的な欠陥がほとん

どないこと、またナノウォールには際だった p-n ヘテロ接合が見られることが明らかにな

った。これらの点は、NIST の「表面配向」作成法が効率的であることを確認するもので

ある。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
注3 B. Nikkoobakht and A. Herzing. Formation of planar arrays of one-dimensional p-n heterojunctions 

using surface-directed growth of nanowires and nanowalls. ACS Nano. Published online Sept. 15, 2010 

左の図は、「ひれ」の形状をしたナノウォールが外側に広がっている、1 列のナノワ
イヤ（頂上が赤くなっているシリンダー）を示したものである。右の電子顕微鏡像
は、ナノワイヤ 4 列分とそのナノウォールをスキャンしたものである。このナノウ
ォールは、電荷されると発光するため、ナノ LED と命名された。顕微鏡写真の幅は、
ヒトの髪の毛の直径とほぼ同じである。 
Credit: NIST 
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Nikoobakht 氏および Herzing 氏は、今後の実験で、よりよい形状や材料設計を用いて

ナノ LED を改良し、これを光素子やラボチップのプラットフォーム作成に役立つ光源や

検出器の開発に応用したいと考えている。 
 
 

翻訳： NEDO（担当 総務企画部  吉野 晴美） 
 
出典：Growing Nanowires Horizontally Yields New Benefit: 'Nano-LEDs' 

（http://www.nist.gov/mml/surface/nanoled_092810.cfm） 
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【研究開発・評価】ARPA-E 
 
ARPA-Eが変革的エネルギー研究開発計画に 960万ドルを拠出（米国） 

エネルギー活用法と生産法を抜本的に変えるブレークスルーを追求した 
6つのプロジェクト 

 
2010年 9月 10日ワシントン DCにおいて、米国エネルギー省（Department of Energy: 

DOE）のスティーブン・チュー長官は、米国のエネルギー使用・貯留・生産方法を革新す
るような、6 つの変革的エネルギー研究開発プロジェクトの選出結果を発表した。アメリ
カ再生・再投資法から 960 万ドルの助成金を受け、同省のエネルギー先端研究計画局
(Advanced Research Projects Agency-Energy: ARPA-E)により、プロジェクト選考が行わ
れた。この 960万ドルの助成金は、エアコンの負荷を減らすことによる建物内のエネルギ
ー効率の改善、太陽エネルギー発電によるコストの削減、そして電気機器の電力効率と出

力密度改善のためのプロジェクトに充てられる。 
 
「現在我々は、革新的なアイデアに投資をすることで、新クリーンエネルギーの将来に

向けて基盤作りをしている。ARPA-Eプログラムは、科学技術における米国のリーダーシ
ップを確実なものとし、我々の世界的競争力を回復させて、多数の雇用創出を促進してい

る」とチュー長官は語った。 
 
今までに ARPA-E は、合計 121 件のプロジェクトを選出して総額 3 億 6,300 ドルを拠
出し、米国のエネルギー生産と貯留、エネルギー活用法に画期的な変化をもたらすような

研究の支援を行っている。ARPA-Eを通じて選出され、助成を受けたプロジェクトは、全
30州で展開される。およそ 39％のプロジェクトは大学、33％は中小企業、20％は大企業、
5％は国立研究所、3％は非営利団体によって進められている。 
 
今回発表されたプロジェクトは以下の通りである。 
 
Dais Analytic社（フロリダ州、Odessa）- ナノテクノロジー膜による除湿機 
 高温多湿な気候では、空気中の湿度を除去する必要があるため、エアコンの効率を著し

く低下させてしまう。このプロジェクトでは、水分は通すが、空気は通さないナノ構造の

固体ポリマーを使った除湿を提案している。この技術により冷却技術の効率化と大幅な電

力コスト削減が可能となるだろう。このプロジェクトは 68万ドルの助成を受ける予定で
ある。 
 
GE Global Research社（ニューヨーク州、Niskayuna）- 変革的ナノ構造永久磁石 
 このプロジェクトで GE Global Research社は、非常に重要なレアアース材料の含有が
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低い次世代型永久磁石を開発する予定である。同社によるバルクナノ構造注1の磁性材料注2 
(bulk nanostructured magnetic materials)開発により、最先端技術を使った磁石の性能は
劇的に向上するだろう。最新式磁石は、世界的に極めて重要なレアアースへの依存を軽減

し、電気機器のエネルギー効率や出力密度を高めるという点で影響を与えるだろう。これ

らの磁石によって、米国のメーカーが生産するハイブリッド自動車と風力タービン発電装

置のさらなる市場浸透が可能になるだろう。このプロジェクトは 220万ドルの助成を受け
る予定である。 
 
Makani Power社（カリフォルニア州、Alameda）- 空中風力タービン 
 高性能ウィングがテザー（ロープや鎖）で地面と繋がっている空中風力タービン(AWT 注

3)の自律飛行、発電、飛行モード等をさまざまな風力条件下で実証するための開発が行わ
れる予定である。低風速時での AWT性能が向上した結果、AWTテクノロジーにより風力
発電に適した地域を拡大し、現行の水平軸風力タービンよりも著しくコストが削減された

エネルギー供給が可能となる。このプロジェクトは300万ドルの助成を受ける予定である。 
 
Sustainable Energy Solutions社（ユタ州、Provo）- 極低温炭素捕捉 
 二酸化炭素（CO2）を捕捉するための新しい選択肢として、極低温炭素捕捉（発電所か

ら排出された排煙を冷やすことにより、CO2をガスから固体に直接変換させる処理法）が

実証される予定である。この処理法は、今までとは全く異なった CO2捕捉の手法であり、

CO2捕捉の効率を改善し、コストを削減する可能性を提示している。このプロジェクトは

75万ドルの助成を受ける予定である。 
 
Teledyne Scientific & Imaging有限責任会社注4（カリフォルニア州、Thousand Oaks）- 
光学流体太陽集光器 
 現在、集光型太陽発電（concentrated photovoltaic systems: CPS）での太陽放射のトラ
ッキングは、多角的に動く部品を使った機械的な方法で行われており、信頼性に懸念が生

じる。また、これらのシステムはサイズも大型である。このプロジェクトではエレクトロ

ウェッティング注5 技法を使ったダイナミック液体プリズムを開発する予定である。同技術

                                                 
注1 参考サイト：http://www.bnm.mtl.kyoto-u.ac.jp/outline/background.html 
注2 磁性材料(magnetic material)は、強磁性を有する材料で、保磁力が小さく透磁率が大きい材料を軟磁性材
料(soft magnetic material)、保磁力が大きい材料を硬磁性材料(hard magnetic material)という。硬磁性材料
は、永久磁石として用いられる。 
参照：http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A3%81%E6%80%A7%E6%9D%90%E6%96%99 

注3 AWTの参考イメージ 
http://ceramics.org/ceramictechtoday/materials-innovations/doe-announces-57m-in-new-sbirsttr-programs
-96m-for-transformational-energy/ 
注4 Limited Liability Company 有限責任会社 アメリカ合衆国の各州法に基づいて設立される企業体で、コ
ーポレーションと、パートナーシップの中間的な性質を持っている点が特徴。 
引用：http://ja.wikipedia.org/wiki/LLC 

注5 エレクトロウェッティングとは、電圧の負荷により疎水性表面の水和性を調節する技法のことを指
す。 
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を用いて、CPSが太陽の軌道の日々の変化と季節の変化の両方をトラッキングする。大型
機械によるトラッキングを排除することで稼働効率を向上させ、資本コストを軽減する。

このプロジェクトは 50万ドルの助成を受ける予定である。 
 
カルフォルニア大学ロサンゼルス校：UCLA（カリフォルニア州、Los Angeles）- 超臨
界流体注6を使った熱エネルギー貯留 

2つの溶融塩タンク・システム（2-tank molten salt：溶融塩のタンクを 2つ使用するシ
ステム注7）は現在、太陽熱発電所に適した熱エネルギー貯留の最先端技術として広く利用

されている。UCLAが率いるチームは、超臨界流体を使った熱エネルギー貯留システムを
開発、稼働する予定である。このシステムは、2つのタンクを使用する溶融塩システムと
比較して、エネルギー密度を 2倍以上に高め、溶融塩システムのコストを[従来のシステム
の]70％以下にまで削減する可能性がある。このプロジェクトは 240万ドルの助成を受け
る予定である。 
 
今回発表されたプロジェクトの技術説明の完全版は以下のサイトで参照できる。 
http://arpa-e.energy.gov/LinkClick.aspx?fileticket=-TYeQr0IVvg%3d&tabid=83 
 
 これらの提案は、科学技術上のメリットと米国のエネルギーおよび経済目標を飛躍的に

進展させる可能性を基準として審査された。資金提供公募の一環として ARPA-Eが以前に
選出したプロジェクトに今回のプロジェクトを加えると、アメリカ再投資・再生法による

ARPA-Eのハイリスク・プロジェクトは総計 121件となる。 
 
ARPA-Eに関する詳細情報と以前の助成プロジェクト情報は以下のサイトで参照できる。 
http://arpa-e.energy.gov/ 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 髙村 祐子） 
 
出典： 
“Secretary Chu Awards $9.6 Million for Transformational Energy Research Projects” 
http://www.energy.gov/news/9474.htm 

                                                                                                                                                 
  参照：http://www.liquavista.com/jp/technology/electrowetting.asp 
注6「超臨界流体とは、気体と液体が共存できる限界の温度・圧力（臨界点）を超えた状態にあり、通常の気体、
液体とは異なる性質を示すユニークな流体」のこと。 
引用：http://www.kobelco.co.jp/p108/p14j/sfe01.htm 

注7 http://www.nrel.gov/csp/troughnet/thermal_energy_storage.html 
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