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（資料 1） 
 
【再生可能エネルギー（スマートグリッド）】風力発電 リアルタイム･マーケット実記 
                      デマンドリスポンス装置 
 
仮訳 

 
EUの資金提供を受けた新プロジェクト、 

将来のスマートグリッドの実証試験を開始（欧州） 
 

 より多くの太陽や風力によるエネルギーを生産するた

めに設備容量を増大してゆくにつれて、そのエネルギー

を効率的に分配する能力を向上させることも必要となっ

てくる。このような将来に向けた配電システムの試験を

目的として、EU に資金提供を受けた新たなプロジェク

トが開始された。 
 

EU の「第 7 次フレームワーク･プログラム(Seventh 
Framework Programme：FP7)」の‘エネルギー’のテ

ーマの下、1,270 万ユーロもの額の資金提供の支援を受け、EcoGrid（欧州スマートグリ

ッドのプロトタイプ）プロジェクトが 16 のプロジェクト･パートナーを集結させた。パー

トナーは、オーストリア、ベルギー、デンマーク、エストニア、ドイツ、オランダ、ノル

ウェー、ポルトガル、スペイン、そしてスイスの各国からである。 
 
 電力の 20%を再生可能エネルギーから生産し、温室効果ガスの排出を 20%削減すること

が EU の「欧州 2020(Europe 2020)」戦略のカギとなる優先事項であるため、これらのよ

うなプロジェクトは最重要な政策目標を現実にする助けとなる。 
 

EcoGrid プロジェクトは、デンマークの Bornholm 島で配分された電力エネルギー資源

に対するリアルタイムでの電力売買マーケットを試験的に運営する。この試験では、風が

弱すぎるか、または強すぎるかのいずれかで島の風力タービンが稼働しない時には、島の

2,000 世帯の電力消費者に対し、電力消費を削減するよう求める。代わりに、「スマートグ

リッド」として知られるインテリジェントな電力システムを活用し、協力世帯の電気料金

を引き下げることが可能となるという。 
 
 協力世帯には、住居にデマンドレスポンス（需要応答）装置が取り付けられる。これは、

リアルタイムでの情報を消費者に提供するもので、自動的に需要に応じた選択を行うよう

事前にプログラムしておくことが可能である。 
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島では現在のところ、電力の 50%が風力でまかなわれている。 
 
 ノルウェーにある研究機関 SINTEF Energy Research の主任研究員 Ove Grande 氏は、

次のように述べる。「国が太陽光や風力による電力の生産能力を増強させる場合、通常の想

定では、風が気象予報通りでない時や太陽電池が雲で影ってしまう時のため、システム･

オペレーターが素早くスイッチを入れられるバックアップ電源が必要とされる。しかし、

急に必要なだけの電力に対応した供給ができるバックアップ電源は、コストがかかる。」 
 
 本来ならこのような問題は、ガスタービンの使用や、他地域や他国からの電力輸入によ

って解決される。Ove Grande 氏は、彼らのプロジェクトの結果によりこの問題への別の

アプローチが可能になることを期待している。 
 
「Bornholm 島で実証されるシステムで、その問題を解決するのは消費者であり、短い周

期で電力消費のいくらかを削減することによってなされる。これは消費者に予備電力を供

給するよりはるかに安価で、また環境的にもより優しい。そしてより安価であることによ

り、太陽光や風力に対し、電力グリッドが実際に頼れる限界を引き上げるだろう。」 
 
 スマートグリッドは自動で働き、電気料金が高いときは、個々の顧客の消費のうち（あ

らかじめ供給停止を）合意したものを停止する。（逆に）同システムでは、電気料金が安い

ときは、顧客が（あらかじめの合意で電力）消費を増やすことも可能である。 
 
 プロジェクト参加者には、新たな電力量計が住居に設置される。この電力量計は、供給

電力が総消費電力と同じになると遮断する従来の計量器と異なる。本プロジェクトでは、

発電や配電システムの状況に基づいて、顧客のために電気料金の自動計算を行うコンピュ

ーターシステムが開発される。この価格は、同期間で予備電力を発電するためにかかると

想定した時のコストを常に反映する。 
 

本システムは、顧客の住居に計測器とともに備え付けられた小さなスマートボックスへ、

これらの価格を絶え間なく伝達する。必要があれば、様々な種類の消費に対して、顧客が

事前に査定した受け入れ可能な電気料金に従い、ボックスが電化製品のオンやオフを行う。

プロジェクト後、プロジェクト協力者の意見を踏まえたシステムをいかに設立するかを研

究者が判断することが可能となる。 
 
詳細情報は、こちらのサイトを参照 
SINTEF:  
http://www.sintef.no/Home/ 
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翻訳：NEDO（担当 総務企画部 室井 紗織） 
 
 
出典：本資料は、CORDIS News(2011 年 11 月 28 日)の以下の記事を翻訳したものである。 
“New EU-funded project tests out smart grids of the future” 
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=3
4073 
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（資料 1-(1)） 
 

【再生可能エネルギー（スマートグリッド）】Bornholm  配電システム 風力     

スマートグリッド 
 
仮訳 

 
「Bornholm電力システム」概要（デンマーク） 

 
要約：Bornholm電力システムは、スウェーデンのすぐ南に位置するBornholm島に設置さ

れたデンマークの配電システムである。ØSTKRAFT社は配電系システム管理会社であり、

Bornholm島の 28,000 人以上の契約者に対し、電力を供給している。2007 年のピーク時

の電力負荷は 56MWであった。Bornholm電力システムは、北欧相互連携電力システム注1

と電力売買マーケットの一部であり、典型的なデンマークの配電システムの特徴を多く有

している。Bornholm島の面積や電力需要、そして人口は、デンマークの約 1%に相当する。

2007 年の風力発電利用は 30%を上回っており、システムは島の中だけでの単独運転が可

能である。それゆえBornholm電力システムは、新たなスマートグリッドの実験にとって

ユニークな設備である。また、このシステムは電力とエネルギーの実験的プラットフォー

ムの「PowerLabDK」の一環である。このレポートにて、Bornholmの配電システムの主

要な特徴を述べる。  
 

図 1 大規模発電設備と 60kV のグリッドを設置した Bornholm 島 総面積は 588.5 km2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
注1 ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、及びデンマークの 4 カ国で電力安全供給のために各国の電力

システムを相互接続したシステム。 
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Bornholm 電力システムの構成は以下の通り。 

 

 スウェーデンの変電所（132/60 kV） 
 スウェーデンと Bornholm 島の変電所の連結 
 60 kV ネットワーク 
 10 kV ネットワーク 
 0.4 kV ネットワーク 
 負荷 
 顧客 
 発電装置 
 制御ルーム 
 通信システム 
 ｢Biokraft｣バイオガス発電プラント 
 ヒーティングシステム区域 

 
 各詳細については省略。原文(II～VIII)を参照のこと。 

 

 

第 14 章 研究、開発、および実証（その他の章は省略） 
 

Bornholm 電力システムは、電力･エネルギーの実験的プラットフォームの

「PowerLabDK」の一環である注2。PowerLabDKはユニークな研究プラットフォームであ

り、その範囲はフレキシブルで汎用性のある大学研究室から、大規模の実験施設や完全な

大規模配電システムまで多岐にわたる。Bornholmシステムの設備は相互接続され、集約

的な実験が行われる。そしてこのシステムの測定結果は、大学のIntelligent Control Lab
で活用できる。 
 
 PowerLabDKは今後、インテリジェントな電力システムの開発を可能にし、それにより

将来、再生可能エネルギー資源の拡大や、化石燃料を使用しない社会の長期的構想に取り

組む。 
 

                                                 
注2 PowerLabDK ホームページ: http://www.powerlab.dk. 
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図 4 PowerLabDK のコンセプト：Bornholm 電力システムを含む電力･エネルギーの実験的プラットフォー

ム 

Bornholm電力システムは、未来のスマートグリッドの研究、開発、および実証活動に

使用される注3。広範なデータや測定結果が入手できるため、Bornholm電力システムの分

析やシミュレーション、そして新たな解決策や技術の効果の評価が可能となる注4。 
 
プロジェクトの大規模な効果を評価するために、解決策の実運転が行われる。進行中の

取り組みの中で、以下に挙げる例がその実現性を示す。これらの取り組みは、次の分野内

で行われる。 
 

 柔軟な需要と電力売買マーケット 
 単独運転(発電) 
 風力発電の統合 
 発電と送電システムの集約化 

                                                 
注3 Z. Xu, M. Gordon, M. Lind, J. Østergaard, Towards a Danish power system with 50% wind — Smart 
grids activities in Denmark, IEEE PES General Meeting, 2009. DOI:10.1109/PES.2009.5275558 
注4 V. Akhmatov, J.E. Nielsen, J. Østergaard, A.H. Nielsen, Wind power system of the Danish island of 
Bornholm: Model set-up and determination of operation regimes, WWEC2009, Seoul, South Korea, 2009. 
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周波数制御による余力供給電力の確保としてのデマンドコントロール 

 
この活動は、周波数制御による平常時や外乱時の余力供給電力の確保としてのデマンド

コントロールの実現可能性を調査するものである。 
 
同プロジェクトは、デンマーク技術大学(Technical University of Denmark)に於いて、

Centre for Electric Technology (CET)社と、Ea Energy Analysis (Ea)社によって実施され、

PSO プログラムから資金提供を受けている。この活動は現在、Bornholm システムに導入

されているこの(周波数で制御する)機能を持つ 200 台の電気製品(ボトルクーラー、電気ヒ

ーター、ホームオートメーションシステム等)で、実証実験を行うことによってフォローさ

れている。 
 

配電システムの単独運転(より小規模なグリッド)  

 
Bornholm 発電システムは、Nordic power system 社との相互連携運転から、単独運転

へと意図的に移行することができる。単独運転時には、発電プラントにおいて電力変動が

制御できなくなる望ましくない電力変動を避けるために、風力発電を制限する必要がある。 
単独運転への移行と単独運転時の風力発電の影響についての調査を可能にするために、

単独運転への移行時と運転時に、広範囲に及ぶ測定が実施された注5注6。この調査は、EU
の第 6 フレームワークプログラムによって資金提供されているMore Microgrid プロジェ

クトの一環で実施された。 
 

計画的な単独発電制御アーキテクチャ 
 
 配電システムにおける緊急時対応として、配電システムの計画的な単独化のための新た

な制御アーキテクチャが開発されている。今回開発されたこのアーキテクチャは、単独運

転のセキュリティ領域注7をベースとしている。 
Bornholm 島からの測定結果とデータは、同プロジェクト向けに利用されてきており、こ

の測定作業は、Energinet.dk(デンマーク国営の配電システム運営機関 )が出資する

NextGen プロジェクトの一部である PhD プロジェクトの中で実施された。 
 
 

                                                 
注5 出典 Y. Chen, Z. Xu, J. Østergaard, Frequency analysis 
for planned islanding operation in the Danish distribution system – Bornholm, UPEC, Padova, 
Italy, 2008. DOI: 10.1109/UPEC.2008.4651467.  
注6 Y. Chen, Z. Xu, J. Østergaard, PMU Frequency Data Processing for A Planned Islanding Operation 
in Bornholm, Nordic Wind Power Conference,Bornholm, Denmark, 2009. 
注7 Y. Chen, Z. Xu, J. Østergaard, Control Mechanism and Security Region for Intentional Islanding 
Transition, PES General Meeting, Calgary, Canada, 2009. DOI: 10.1109/PES.2009.5276000 
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風力タービンの協調的な周波数制御 

 

この活動の主な目的は、風力タービンとその他の周波数制御による余力供給電力との、

協調的な周波数制御スキームを開発することである。二重給電誘導発電機(Double fed 
induction generation)風力タービン向けの、周波数による新たな制御方法が開発された。 
Vestas 社の最新式の風力タービンに特に焦点を絞った、広範な Bornholm システムの測定

とシミュレーションが行われている。また、開発された方法をテストする実験については

現在計画中である。この調査活動は、Vestas 社と CET とが協力して、工業博士号 PhD プ

ロジェクトの範囲において実施されている。 
 
Phasor 測定装置（Phasor Measurement Units）の用途 

 
Bornholm システムには、システム内の電圧位相差を優れた時間精度で測定する能力を

備えた、新種の測定機器である PMU 機器(Phasor measurement units)が設置されている。

この PMU 装置は、発電システムの最先端のモニタリングと制御を行うために用いられる。 
 
電気自動車のシステム統合(EDISON) 
 
 EDISON プロジェクトでは、ネットワーク問題、マーケットソリューション、異なるエ

ネルギー技術間における最適化された相互関係など、電気自動車のシステムへの統合のた

めの最適なシステムソリューションが策定されている。電気自動車のインテリジェント統

合のための EDISON バーチャル発電プラントが開発され、テストされる計画である。こ

の Bornholm 発電システムでは、策定されたソリューションのフィールドテスト用に、最

適なプラットフォームが利用でき、第一世代の電気自動車が現在 Bornholm 島内を走行し

ている。この EDISON プロジェクトは、デンマークエネルギー協会(Danish Energy 
Association)の管理の下、PSO プログラムによる資金提供を受けており、デンマークおよ

び世界各国の多数のパートナーを有している。 
 
分散型エネルギー資源(DER)と分散資源(DR)のマーケットベースの統合を大規模なスマ

ートグリッドで実証 
 

Bornholm の発電システムは、スマートな配電ネットワーク向けに、大規模で汎用性の

あるリアルタイムな電力売買マーケットをコンセプトとした、開発および実証に活用され

る計画である。この配電ネットワークは、占有率の高い再生可能エネルギー資源と、能動

的にこれを利用するユーザーを有する。また、このコンセプトは、中小規模の分散型エネ

ルギー資源(distributed energy resources : DER)とリアルタイムな価格シグナルへの柔軟

な需要に対しての反応に基づいている。ここでは、マーケットベースの、コスト効率の良

い、標準化されたソリューションを目指す計画である。この活動は、EU の EcoGrid プロ
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ジェクトの一環であり、EU第7フレームワークプログラムによる資金提供を受けている。

このプロジェクトは、迅速なスマートグリッド化への道筋を欧州に示すものである。 
 

太陽光発電(PV)システムにおけるスマートグリッドの用途 

 
Bornholm 島に、約 5MW の太陽光発電(PV)設備を設置することが本プロジェクトの目

的であるが、その設備容量は電力マーケットの 9%に相当する。この数値は、欧州太陽光

発電産業協会(European Photovoltaic Industry Association)が欧州全体の 2020 年目標に

掲げる 12%に迫る数値である。このプロジェクトの目的は、ネットワーク強化を行うこと

なく、大容量の PV をネットワークに統合する方法を調査することである。具体的には、

さまざまなタイプのグリッド電圧制御を分析し、スマートグリッド機能を適用し、RES(再
生可能エネルギー資源)に組み込む付帯サービスを導入する。この調査活動は、Denfoss 
Solar Inverters 社、CET 社、Energimidt 社、Østkraft 社によって実施されている。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部  室井 紗織 / 原田 玲子） 
 
出典：本資料は、以下のTechnical University of Denmarkの” The Bornholm Power 
System”の記事を翻訳したものである。 
http://www.powerlab.dk/upload/sites/powerlabdk/media/the_bornholm_power_system_
an_overview_v2.pdf 
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(資料 2) 
【再生可能エネルギー (バイオマス)】イオン性液体 前処理 大腸菌 酵素 
 
仮訳 
 

スイッチグラス(雑草)注を食べて輸送燃料を作る大腸菌（米国） 
JBEI (Joint Bio Energy Institute) がバイオ燃料開発において画期的な研究結果を得る 

（2011 年 11 月 29 日 ニュースリリース） 

 
 
 ガソリン、ディーゼル燃料やジェット燃料の代替とな

る、国産の、クリーンで、グリーンな、再生可能で先進

的なバイオ燃料の開発において画期的な研究結果が得ら

れた。 
 
 米国エネルギー省(DOE: Department of Energy)傘下

のバイオエネルギー共同研究所 (JBEI: Joint Bio 
Energy Institute)は、スイッチグラスを消化してその糖

類を合成し前述の 3 種類の輸送用燃料を生産することが

できる 初の大腸菌(Escherichia Coli)株を遺伝子操作

によって開発した。しかもこの大腸菌は、その際の酵素添加剤を必要としない。 

スイッチグラスを消化してその糖

類をガソリン、ディーゼル燃料、

ジェット燃料に合成する大腸菌の

株菌が遺伝子操作により開発され

た。

 
「この開発によって、セルロースとヘミセルロースを発酵可能な糖類に解重合(または脱重

合、以下同じ)するために酵素を添加するという、バイオ燃料製造過程において もコスト

のかかる部分を縮減することが可能になりました。」と、本研究開発のリーダーである

JBEI の CEO、Jay Keasling 氏は述べる。「セルロースとヘミセルロースの糖類への解重

合、そしてその糖類を発酵して燃料へと転化するという二工程を一つの生産工程に集約し

て燃料製造コストを削減することができます。」 
 
ローレンス・バークレー国立研究所(Berkeley Lab)とカリフォルニア大学バークレー校

(UC)を兼務する Keasling 氏は、本研究開発を記載した米国科学アカデミー紀要(PNAS: 
Proceedings of the National Academy of Sciences)の責任著者である。論文のタイトルは

「遺伝子組み換え大腸菌を利用したイオン液体前処理スイッチグラスからの先進的バイオ

燃料の合成  (”Synthesis of three advanced biofuels from ionic liquid-pretreated 

                                                 
注 スイッチグラス(switchgrass): イネ科の多年性植物で北米が原産の乾燥に強く肥料もほとんど必要がなく

荒地に育つ強靱な雑草。成長が早く丈が高く、干草(畜産用)や土壌浸食対策に利用される。セルロース成分を

多く含有し、トウモロコシに代わるバイオ燃料の原料として現在 も注目されている非食用植物である。 
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switchgrass using engineered Escherichia coli”)」で

ある。 

である。 

培養として組み合わせ可能なセルロースとヘミセルロ

 
 非食用作物で農業廃棄物であるリグノセルロース系

バイオマスから作られる先進的なバイオ燃料は、再生

可能な液体輸送燃料に も適していると広く考えられ

ている。米国ではコーンスターチから作られるエタノ

ールとは異なり、今回開発された先進的バイオ燃料はガ

ロン等量でガソリンを代替することができて、現行のエ

ンジンやインフラでも利用が可能である。ここでの 大

の障壁は、経済的に競争力を持てるようこれらの燃料の生産コストを低減すること

Jay Keasling 氏: 代謝工学におけ

る世界の第一人者であり、JBEI の
代表を務める。 (Photo by Roy 
Kaltschmidt, Berkeley Lab) 

 
トウモロコシ穀粒中の単糖とは異なり、植物バイオマス中のセルロースとヘミセルロー

スはリグニンと呼ばれる堅い木質系物質の中に埋め込まれているため、抽出が多少困難で

ある。これらの複雑な糖類は抽出された後、まず単糖へと転換または加水分解される必要

があり、それから燃料へと合成される。Berkeley Lab の率いる DOE バイオエネルギー

リサーチセンター(DOE Bioenergy Research Center)である JBEI では、イオン液体(溶融

塩)による前処理で、バイオマスの溶解と、そのバイオマスの消化を行い、石油化学燃料の

特性を備えた炭化水素を生産できる単一微生物を遺伝子操作によって創る手法が採られた。 
 
 「微生物にできる限り多くの化学的性質を注入することが私たちの目標となっています。」

と、Keasling 氏は述べる。「先進的バイオ燃料には、炭化水素生成経路と、セルロースと

ヘミセルロースを効率的に加水分解する酵素を分泌するバイオマス分解能力とを合わせ持

つ微生物を必要とします。現在、私たちはイオン液体で前処理したスイッチグラスのセル

ロース部分とヘミセルロース部分の両方を利用できる大腸菌の菌株を、遺伝子操作によっ

て創ることができるようになっています。」 
 
 大腸菌は通常スイッチグラス上で培養することはで

きないが、JBEI の研究者は、セルロースとヘミセル

ロースを消化し、そのどちらかを培養に利用可能とす

る数種の酵素を発現させる大腸菌株を遺伝子操作によ

って開発した。これらのスイッチグラスの試料上に共

ース分解性の大腸菌株が、代替燃料即ちガソリンエンジ

ン、ディーゼルエンジンおよびジェットエンジンに適し

た前駆体分子(である燃料)の生産を可能にする 3 つの代

謝経路を持つものとしてさらに遺伝子操作された。大腸菌を用いて糖類からガソリンとデ

JBEI 合成生物学グループの Greg 
Bokinsky 氏 (Photo by Roy 
Kaltschmidt, Berkeley Lab) 
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ィーゼル燃料を生産することは初めてのことではないが、大腸菌を用いて 3 種類の輸送燃

料を生産するのは初めての試みである。さらに、これには先進的なバイオ燃料用に も注

目されている原材料の一つであるスイッチグラスが使用されたのである。 
 
 JBEI の合成生物学グループのポスドク研究者であり、PNAS 紀要の論文の筆頭著者で

「キーはイオン液体による前処理にあるのです。」と Bokinsky 氏は語る。「うまい具合

に

JBEI の研究者はまた、この研究の成功は様々な化学薬品を生産するために長年に渡り

「私たちはすでに、この実証研究で得

た

また、大腸菌がより容易に消化できるようなバイオマスを作るためのイオン液体前処理工

easling 氏と Bokinsky 氏による PNAS 紀要の論文の共著者は、以下の通り： 
Pamela Peralta-Yahya, Anthe George, Bradley Holmes, Eric Steen, Jeffrey Dietrich, 

ある Gregory Bokinsky 氏は、この研究の実証にはスイッチグラスのイオン液体による前

処理が重要であると説明する。 
 

適化されれば、どんな植物バイオマスにもイオン液体前処理ができて、大腸菌に消化

させることができると思います。イオン液体で前処理したバイオマスと遺伝子操作した大

腸菌を組み合わせたことが、私たちの成功の理由なのです。」 
 
 

遺伝子操作されてきた大腸菌の「比類のない遺伝的、代謝的な側面における取扱易さ」に

よるものだとしている。しかし、研究者達はこの研究の実証に使用した技術が他の微生物

にもすぐに応用できると考えている。このことは、世界中のどこにでも成育し収穫するこ

とが環境的にも経済的にも適したリグノセルロース系の原材料から先進的なバイオ燃料を

生産するきっかけとなるだろう。JBEI の研究者達にとって、次なるステップはスイッチ

グラスから合成できる燃料量を増加させることだ。 
 

よりもより歩留まりの良い炭化水素燃

料生成経路を完成させています。」と、

Bokinsky 氏は述べ、次のように続ける。

「そしてこれらの(新たな高歩留まりの) 
経路は、私たちが大腸菌に遺伝子操作に

より設計したバイオマス消費経路と全く

矛盾なく両立できるのですが、イオン液

体前処理をしたバイオマスをより多く消

化できる、かつ大腸菌によって分泌され

る酵素を発見しなければなりません。 

JBEI で大腸菌により創られた 3 種類の燃料は、セ

ルロースとヘミセルロースがセルロースとヘミセ

ルロース酵素(図中青い物体)により加水分解されて

オリゴ糖となり、それがさらにベータ・グルコシダ

ーゼ酵素(赤い物体)による加水分解で、バイオ燃料

へと代謝可能な単糖類となる。 

程の 適化に取り組む必要があります。」 
 
K
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Ta  

 
 JBEI は、DOE の科学局(Office of Sc って 2007 年に設立された 3 つの組織

のバイオエネルギー研究センター(Bioenergy Research Centers)のうちの 1 組織である。

ーの促進、人々の健康の

護、新材料の開発、そして宇宙の起源や行方の公開により、世界で も重要とされる科

ek Soon Lee, Danielle Tullman-Ercek, Christopher Voigt and Blake Simmons.
This research was supported in part by the DOE Office of Science and a UC Discovery 
Grant. 

#   #   # 

ience) によ

JBEI はバークレー研究所(Berkeley Lab)の率いる科学的パートナーシップであり、これに

はサンディア国立研究所(Sandia National Laboratories)、カリフォルニア大学バークレー

校とデイビス校(University of California campuses of Berkeley and Davis)、カーネギー

研究所(Carnegie Institution for Science)、およびローレンス・リバモア国立研究所

(Lawrence Livermore National Laboratory)が含まれる。DOE のバイオエネルギー研究

センターは、セルロース系バイオ燃料、または非食用植物繊維からのバイオ燃料の、費用

対効果が高く国家レベルでの生産に必要な基本的な科学的ブレイクスルーを探求する多く

の専門分野に渡る複数機関の研究チームをサポートしている。 
 
 ローレンス・バークレー国立研究所では、持続可能なエネルギ

保

学的課題に取り組んでいる。1931 年の創設以来、バークレー研究所の科学的専門性は、

12 件のノーベル賞により評価されている。カリフォルニア大学はDOEの科学局を管理し

ている。詳しくはウェブサイトwww.lbl.govを参照のこと。 
 
 DOEの科学局(Office of Science)は、物理化学の基礎研究をサポートする米国における唯

の大規模な組織で、現代の も喫緊の課題に取り組んでいる。詳しくはウェブサイ一

トscience.energy.gov.を参照のこと。 
 
追加情報 
バイオエネルギー共同研究所(JBEI: Joint Bio Energy Institute)についてはウェブサイ

i.orgトwww.jbe を参照のこと。 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子） 

出典：本資料は以下の記事を翻訳したも

. Coli Bacteria Engineered to Eat Switchgrass and Make Transportation Fuels 
e-coli-make-three-fuels/

 
 

 
のである。 

E
http://newscenter.lbl.gov/news-releases/2011/11/29/  
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(資料 3) 
 

【ナノテクノロジー・材料（電子・情報）】ナノワイヤ 発光ダイオード センサー 

PML 
 

仮訳 

GaN ナノワイヤの輝かしい未来（米国） 

2011 年 11 月 25 日 
 

PML(:Physical Measurement Laboratory )の科学者らが結晶成長させた窒化ガリウ

ム(GaN)ナノワイヤは直径わずか数十分の一マイクロメートル程度であろうが、その使

用用途は新たな発光ダイオードやダイオードレーザーから超小型共鳴器、化学センサー、

超高感度アトムプローブ用（走査）チップと多岐にわたる。 
 
低出力照明や高出力トランジスタの

実現という輝かしい未来の先駆けとし

て GaN が最初に商業的価値のある

LED として導入されて 20 年を経過す

る間に、薄膜やナノワイヤの形成のた

めにⅢ-V 族化合物半導体が様々な方

法で製造、研究されてきた。 
 

励起した GaN ナノワイヤレーザがオレンジ色に発光

している。実際のレーザー光線は UV(≈370 nm)であ

り、肉眼では見えない。レーザーを出すナノワイヤの

長さはおよそ 10 マイクロメートル、直径がおよそ

200nm。写真上部にある金属のプローブチップはレー

ザー光線を放つナノワイヤの近接効果を測るために

用いられている。その他の（レーザー光線をだしてい

ない）ナノワイヤも写真内に見ることができる。 

米国コロラド州 Boulder にある

PML の光・量子エレクトロニクス部門

(Quantum Electronics and Photonics 
Division)の最近の研究活動のほとん

どが、極めて高品質な GaN ナノワイ

ヤの結晶成長および特性評価に注がれ

ている。エネルギー変換のための半導

体測量プロジェクト (Semiconductor 
Metrology for Energy Conversion project)の共同責任者である Norman Sanford 氏は

「世界一とはいわないまでも、世界最高レベルの研究だ」と言う。 
 

p 型部分と n 型部分を作るために結晶をドープして作られた接合部において、正孔

(holes)と電子が再結合した時に GaN は光を発する。こうした層は、主にサファイア基

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1081, 2012.1.25

14



板や炭化ケイ素(SiC)基板の上で、様々な蒸着法を用いて形成される。従来の方法では、

欠陥密度(defect densities)の高い結晶ができあがる。不都合なことにこの結晶格子

(lattice)内の欠陥は光の放出を制限し、信号ノイズを発生させ、デバイスの劣化を早め

てしまう。 
 
これに対し Boulder のチームは、ほとんど欠陥のない(defect-free)、断面が六角形の

GaN ナノワイヤを、シリコンベースからかなり時間をかけて結晶成長させている。彼

らの蒸着法は分子線エピキタシー（成長）法(molecular beam epitaxy: MBE)と呼ばれ

るもので、触媒粒子(catalyst particles)なしでナノワイヤを自発的に形成することがで

きる。触媒粒子はナノワイヤの成長に用いられるが、GaN の特性を損なう微量の不純

物を結晶背面に残す。Boulder チームの製造方法では長さ約 10 マイクロメートル（人

毛のおよそ 1/10 の太さ）に達するのに２～３日を要するが、かかる時間に見合うだけ

の、ほぼ完璧な結晶構造が得られる。 
欠陥の無い結晶がもつ様々な優位的

特徴のなかでも特に重要なのは、他に

比べてより多くの光を発する点である。

「単結晶 GaN ナノワイヤ LED から発

せ ら れ た 電 界 発 光

(electroluminescence: EL)は現在では

十分に明るく光るため、スペクトルそ

のものを測定することや、発熱の形跡

をみるためにドライブ電流を流してス

ペクトルを追跡することがようやく可

能になった。」と共同責任者の Kris 
Bertness 氏は言う。「MBE で結晶成

長させた GaN ナノワイヤからの電界

発光が放つスペクトルについての研

究発表は、他のどこにも例がない。」 

MBE で成長させた n 型 GaN ナノワイヤが、ハイド

ライド気相成長法(halide vapor phase epitaxy)で成

長させた p 型 GaN の薄い殻で覆われている。 
クレジット：Aric Sanders と Albert Davydov 
(Material Medical Laboratory: MML) 

 
GaN とそれに関連する合金系（インジウムやアルミニウムを含有する半導体を含む）

が、半導体を使った照明産業の急速な発展の基盤を形成する。もし、より経済的な方法

で欠陥密度の低い素材を結晶成長させられるようになれば、こうした傾向は早まると専

門家らは考えている。 
 
「従来型 GaN ベースの LED は、コスト効率は良いが（サファイア基板のように）

格子不整合な結晶成長をした基板は効率性を損なう格子のゆがみや欠点を持ってしま
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うのが問題だ」と Sanford 氏は言う。「さらに従来の平面的な LED の構造では、内部

反射に妨げられた光子が外に向かって放射されずにデバイス内に留まることになり、光

子が無駄になっている。」 
 
歪みや欠陥が本質的に解消されれば、GaN ナノワイヤ LED の技術は大きく改善され、

それゆえ構造の全く異なる、より効率の良いデバイスが開発されるはずである。ところ

で、ナノワイヤ LED を密に配置した「フォレスト」構造では、平面構造に比べて光の

抽出効率が高まる。 
 

「フォレスト」構造をしたナノワイヤ 
 

しかし、構造の違いやその他の特性を試験・測定することには大きな難題がある。「p
型 GaN は一般的な方法では成長させるのが難しい」と Bertness 氏は言う。「さらに難

題となるのはナノワイヤとの電気接触点を作ることだ。フォレスト構造には平面がなく、

さらに平面膜に接触点をとるために用いられている金属膜(metal films)よりも厚みが

あるからだ。」 
 
「こうした三次元形状はボイド注1を形成し、接点付近に化学的な不純物の捕捉を助長

し、その両方が電気的接触を悪化させ、時にはまったく機能しなくさせてしまう。わた

したちは、こうした分野を積極的に研究している。」 
 

                                                           
注1 訳者注：物体に含まれる微少な空洞。 
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チームはナノワイヤを規則的に成長させて配置する方法を探しており、一本一本のワ

イヤが等間隔・同方向に配置できるよう注意深く調整を行っている。最近、基板を覆う

窒化シリコン素材でできた「マスク層」におおよそ 200 ナノメートル幅で順にすき間

（通路）をもうけたグリッドのようなパターンを作ることで、高い確率で一定のワイヤ

だけを選択的に結晶成長させることができるとわかった。要求通りの GaN デバイスパ

ターンを製造する技術が、「安定した生産に欠かせない要素」であると Bertness 氏は言

う。 
 

GaN は照明素材としてだけではなくさまざまな分野で多用途に使用されている。

「GaN は他にも、高温の影響を受けないという優れた性質をもっている」と Robert 
Hickernell 氏は言う。Hickernell 氏は半導体測量プロジェクト (Semiconductor 
Metrology project)を行う光電子光学製造グループ(Optoelectronic Manufacturing 
Group)の代表を勤める。本グループではナノワイヤの電解効果トランジスタ(field 
effect transistors: FETs)の研究も行っており、キャリアの運搬能力の正確な測定を試

みている。「このようにして、我々は世界最高レベルの研究デバイスである GaN ナノワ

イヤ FETs にたどり着いた。」 
 

さらに、GaN ナノワイヤは物理的に強固である。その強固さが理由で、4 年前に PML
とコロラド大学が行った共同研究で、それ自体が優れた発振器になり得る極めて高品質

のナノワイヤを開発したとして話題になった。Hickernell 氏は「携帯電話の微小共鳴器

として使用される可能性がある」と言う。 
 
優れた機械特性と質量が小さいことから、GaNナノワイヤはアトグラム以下の質量検

出が可能となっている。コロラド大学で共同研究を行うPMLの研究者らは、これまで

の実験結果にもとづき、約 0.01 アトグラム、または 10 ゼプトグラム注2のセンシティビ

ティーで自信を持って質量を推定できるとしている。（参考として、ウィルスの質量は

約1アトグラム、または10-18グラム。）この規模での直接の実測は未だ行われていない。 
 
今年初め、Bertness氏、Sanford氏、およびコロラド大学の共同研究者らはGaNが本

来備えているピエゾ抵抗効果注3を使って、10 マイクロメートルの間隔に伸ばしたナノ

ワイヤがどのような応答特性を示すか測定を行った。結果は、デバイスが「質量と応力

の光分解検出センサーにすぐに応用」出来ることを示し、これに関する論文が発表され

ている。 
 

                                                           
注2 訳者注：10-21グラム 
注3 訳者注：機械的に加えられる圧力に対する、金属や半導体の抵抗値の変化のこと 
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 Bertness 氏は、「新しいクラスの電気応答性のある多機能走査プローブツール」を作

ることが可能だとチームで考えていると明らかにした。例えば、従来の近接場走査型光

学顕微鏡法(: NSOM)では、テーパー加工された受光用光ファイバーの先端に、直径お

よそ 10～100ナノメートルの開口部をもつスキャン用の光学的チップが必要とされる。

先端に使用されるこうした部品は物理的にも化学的にも脆弱で、品質維持期間が数時間

から数日間と非常に短い。これに対し、GaN ナノワイヤベースの NSOM では電気応答

性を有し、光学発光、光の検知、原子間力顕微鏡(: AFM)、や反射型 AFM(: RF-AFM)
といった電気的多機能性を発揮する可能性がある。 
 
最後に、GaN ナノワイヤは化学物質、生物、ガスの感知にも適している。チームと

NIST のマテリアル測定研究所(: Material Measurement Laboratory)が現在行ってい

る共同研究では、二酸化チタンのナノクラスタを直列に用いた GaN で、ベンゼンやト

ルエンといった芳香族化合物を検出できるという興味深い成果が出されている。「加え

て、我々のチームでは生体分子用に機能化する GaN ナノワイヤを使って、いくつかの

予備実験を終えている（既に発表もされている）」と Sanford 氏は言う。「世界中で様々

なグループが、GaN ナノワイヤを重要要素とした同様のセンサー技術の研究に取り組

んでいる。」 
 
 
 

 翻訳：NEDO（担当 総務企画部 望月 麻衣） 
 

 

 

出典：本資料は NIST（米国国立標準技術研究所）の以下の記事を翻訳したものである。 
“Bright Future for GaN Nanowires” 
http://www.nist.gov/pml/div686/nanowire.cfm 
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(資料 4) 
 

【再生可能エネルギー (スマートグリッド)】  
ESIF スマートグリッド 米国電力グリッドの近代化 

仮訳 
 
NRELの新たな設備は電力事業者の将来のグリッドを見据える（米国） 

（2011 年 12 月 6 日） 

 
電気のスイッチ一押しで「マシーン」

につながる。 
 
 北米の電力系統(グリッド)は、世界

で も複雑な送配電システムであり、

も大規模なマシーンであると言われ

ている。このマシーンが長い間、石炭、

天然ガス、原子力エネルギーなどから

電力を確実に送ってきた。 

 

 
 そのグリッドにもそろそろチューン

ナップが必要となった。風力や太陽など

の新しい発電技術がその市場を拡大させ

ているが、一方で年月を経た信頼あるグ

リッドに多様性という不確定な問題を発

生させているからである。

風力や太陽といった発電技術は市場を拡大している

が、同時に年月を経た信頼あるグリッドに多様性と

いう不確定な問題を発生させている。 

クレジット: NREL photo illustration 

 
 米国エネルギー省(DOE: Department of Energy)傘下の国立再生可能エネルギー研究所

(NREL: National Renewable Energy Laboratory)の新型のエネルギーシステム統合設備

(ESIF: Energy Systems Integration Facility)は、すでに複雑なシステムであるグリッドに

多種の新しい技術を導入しつつ、グリッドの運転の信頼性を継続するための課題に取り組

んでいる。 
 
 NREL の ESIF 担当センターディレクターである David Mooney 氏によれば、既存する

グリッドの運転方法は、50 年を超えて基本的に変わっていないという。電力事業者は、週

の曜日と天気予報に基づくエネルギー需要を予測する方法を確信しており、予測された需

要に合致するよう発電源(通常は石炭か天然ガス)を稼働させる。 
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 「これまではごく規則的な方法でグリッドを運転していました。」と Mooney 氏は述べ、

以下のように続ける。「今日、風力や太陽を含んだ沢山の技術がグリッドのネットワーク上

に登場しています。そのため、この規則的なシステムを運転する方法に転換が必要となり

つつあります。これまでは電力需要における変動だけでしたが、私たちは現在、供給側の

発電も変動に対応できる技術を導入しているのです。」 
 
 
再生可能エネルギーはすでにグリッドにつながっているの？ 

 
 太陽光(PV)発電システムを屋根に設

置している自宅の所有者やテキサスの風

力発電設備で働く技術者には、これは無

意味な質問だろう。太陽や風力発電技術

はすでにグリッドにつながっていて、電

気は途切れなく流れているように思える。 
 
 しかし、これらのような再生可能エネ

ルギーシステムは、未だ米国全体のエネ

ルギー生産のほんのわずかな部分のみを

占めているにすぎない。米国エネルギー情報局(Energy Information Administration) の
新のデータによれば、バイオマス、地熱、太陽や風力などの再生可能エネルギー源によ

る発電の割合は、今までのところ 2011 年の米国の総発電量の 5%を下回っている。 

アーチストによる西-東から観たエネルギーシステ

ム統合設備 (ESIF)のレンダリング。 
SmithGroupJJR による提供 

 
 そのような少量の再生可能エネルギー源をグリッドにつなげることは、あまり難しいこ

とではない。 
「1,000 件の家があって、そのうちの 5～10%が PV 発電を導入したとすると、PV による

電力変動と出力はグリッドのノイズに埋まってしまうほど目立たないでしょう。」と

Mooney 氏は述べる。「現在、電力事業者は少数の PV 発電システムを電力需要削減のため

の技術とみなしています。皆が小さな蛍光灯に取り替えるのと同じことです。しかし、

1,000 件のうちの 50%が PV 発電システムを導入すれば、電力事業者にとってその出力は

発電技術のように見え始めるかもしれません。一度この導入数に届いてしまえば、電力事

業者は PV 出力を変動させる雲の量の変化などを心配し始めなければなりません。」 
 
 「これらの新しい技術のすべてに費用対効果が出るようになるにつれ、それらの導入が

進み始めています。それにより、安全で信頼のおける電力システムを維持しながら、これ

らの変動しがちな技術を統合するベストな方法を電力事業者に考えさせ始めています。」と

NRELのエネルギーシステム統合(Energy Systems Integration: ESI)のディレクターであ
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る Ben Kroposki 氏は述べる。 
 

ESIF は、特に統合課題に取り組むことを目的とした も重要な DOE の研究所である。

NREL の研究者は、現場のものと同方式の電力システムを構築して、電力事業者が使用す

るのと同じレベルでそれを運転することができるだろう。 
 

 「停電が起きたら何をすれば良いのか

誰でも知っています。そして通常は地域

の電力事業者が、電力供給が止まること

によって企業広報的な問題の矢面に立た

されるのです。」と Mooney 氏は述べる。

「ですから、電力事業者が新しい技術の

導入に慎重になるのは理解できます。そ

のようなリスクを低減するために ESIF
はとても重要なのです。新しい技術の導

入に関する問題を事前に解決して、皆が

期待する高い信頼性の基準を維持できるよ

うに、電力事業者は実際のシステムを模倣

した環境で新技術を運転することができる

ESIF は NREL 敷地内に現在建設中で 2012 年の秋

に開所予定である。 
写真提供: JE Dunn 

のです。」と Mooney 氏は続ける。 

のような完備したシステムを他に探さ

ても済むのです。」と Kroposki 氏は述べる。 

力事業者のハードウェアをシミ

レーション環境へとループすることを可能とさせる。 

電力事業者は(テストした)技術を採用

たいとより強く思うでしょう。」と付け加える。 

 

 
 ESIF は同時に、産業界にとってプラグ・アンド・プレイ環境を提供することになる。

「ESIF は、パートナーが PV インバーターや蓄電システムなどの技術を持ち込めるよう

に構成されています。そして、持ち込まれてテストされる技術につながる残りの設備や機

器が手元に準備されているようになります。これら

なく

  
 ESIF はまた、実際の場所、実際の電力、そしてシミュレートした、またはバーチャル

な環境を組み合わせた環境で新しい技術を運転し、それらの新しいシステムが電力の信頼

性や品質に及ぼす影響を観察することができるように、電

ュ

 
 Mooney 氏は「一度 EISF で全てを試してみれば、

し
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スマートグリッド 

  
 NREL の研究者のもう一つの課題に

は、グリッド自体の改善方法を探ること 
が含まれるだろう。「主として経済的な理

由から、新しいグリッドを建設してそれ

に乗り換えることはできません。」と

Mooney 氏は述べる。「既存のグリッドを

維持、または改善するような方法で新技

術を取り入れることができるよう、グリ

ッドをどのように“スマート”で、より

フレキシブルなものにできるのかを

ESIF を使って調べることができるでし

ょう。」 
 
 グリッドに関する多くの技術は旧式で

50 年ほど経っているものもある。“スマ

ートグリッド”には、既存のグリッドが持たない以下の 3 つのコンポーネントが存在する： 

ESIF 概要: 

 

 コスト: 135 百万ドル 

 面積: 182,500 平方フィート 

 オフィススペース：約 200 室 

 最先端の電力システムシミュレーションと可視化 

 MW 規模電力でのコンポーネントとシステムの試験

 再生可能エネルギー源の普及拡大のリアルタイム

な実際の電力評価のための機能システムとユティ

リティシステムの統合 

 15 箇所の研究室 

 4 箇所の屋外テストエリア 

 建設完成予定：2012 年秋 

 

他のキーサービスとサポート体制： 

 研究用電力配電バス(Research Electrical 
Distribution Bus: REDB) 

 高性能コンピューティングデータセンター(High 
Performance Computing Data Center: HPCDC) 

 MW 規模電力でのハードウェアインザループ

(HIL)プロトタイピング 

 協同研究や可視化ルーム 

 高い柱間のコントロールルーム 

 リアルタイムで電力の品質を評価するグリッド内のセンサー(sensors)  
 センサーから送信されるデータを中継して設備の運転者へと返して運転者が見て判断

を下せるようにするためのコミュニケーション(communications) 
 中央制御室からシステム運転の変更を許可するコントロール(controls) 

 
 「顧客から電話で知らされないと、ほとんどの電力事業者が停電に気づかないことを聞

いて皆驚きます。」と Mooney 氏は述べ、次のように続ける。「よりスマートなグリッドが

あれば、変圧器と送配電線にセンサーが取り付けられ、電力の品質に問題が起こっても電

力を送り続けることができるように、電力事業者が先手をとって行動することが可能とな

るでしょう。もし停電が起こってしまったら、電力事業者はすぐにそれを知ることができ

て、電力の中断時間を 低限にするよう作業員を送り出すことができるでしょう。」 
 
 電力事業者がよりスマートな技術をグリッドに取り入れれば、省エネルギーのもう一つ

の手段として、グリッドを家庭用エネルギー制御システムとコミュニケートさせることに

より、家庭と電力事業者が共同で電力需要を調節することが可能となる。 
 
 「スマートグリッドは、電力事業者と顧客間の頻繁で自動化されたコミュニケーション

の可能性を提供するでしょう。」と Mooney 氏は述べる。「顧客であるあなたは、電力が
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も安い時間を知ることができて、例えば、電力事業者と共同で自分の電力消費計画を立て

ることができるのです。」 
 
 よりスマートなグリッドの基礎が現在構築されつつある。6 月には Steven Chu エネル

ギー長官が、米国再生・再投資法(Recovery Act)の資金の活動によって、米国の電力グリ

ッドの近代化を加速させる 500 万個を上回るスマートメーターが設置されたと発表した。 
 
 Chu 長官は「グローバル経済で競争力を保つためには、近代化された電力グリッドが必

要である。 新の電力グリッドは顧客に選択肢を与え、省エネを促進し、エネルギー効率

を高め、再生可能エネルギー源の成長を促進するだろう。」と述べている。 
 
 
 
NRELの電力インフラシステムリサーチ(Electric Infrastructure Systems Research)およ

びESIFの詳細は、それぞれNREL's Electric Infrastructure Systems ResearchとESIFを
参照のこと。 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子） 
 
 
出典：本資料は以下の記事を翻訳したものである。 
New Lab to Help Utilities 'See' Grid of the Future 
http://www.nrel.gov/news/features/feature_detail.cfm/feature_id=1658 
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（資料 4-(1)） 
 
【再生可能エネルギー(スマートグリッド)】グリッド エネルギーシステム 
 
仮訳 

 
エネルギーシステムの転換(米国) 

 
再生可能エネルギーに関連するあらゆる便益をもってしても、これらのクリーンなエネ

ルギー資源を供給するために、グリッドの最新化が未だに実現しないのはなぜだろう。そ

の理由を一言で述べると、メガワット規模の電力システムの統合方法を見出すことが困難

だからである。 
 
 米国の従来の送電網 (グリッド)は、国民の生活様式にとって極めて重要であるため、操

業を停止し、整備を行い、運転を再開するといったことはできない。しかし、クリーンエ

ネルギー技術をグリッドへと移行適用させるには、複雑な統合システム、装置、未来の電

力需給システムのコンセプトに関する研究、開発、およびメガワット規模の実証試を実施

できる能力が非常に重要である。 

EISF は、米国内唯一のメガワット規模の研究開発設備として期待されている。 
ESIF の概略 
・建設価格：1 億 3,500 万ドル 
・面積 182,500 平方フィート(16,955m2) 
・最大収容人数 200 名 
・高性能コンピューター：処理速度は 500 兆回/秒。将来的には 1000 兆回/秒規模に拡張予定 
・最新型電力システムのシミュレーションおよびビジュアライゼーション(視覚化) 
・構成要素(部品)とシステムのメガワット(ＭＷ)規模電力でのテスト 
・リアルタイムや実電力規模での高い洞察予測のためのシミュレーションシステムを伴った機能システム

の統合 
・竣工時期：2012 年 秋 

イラスト： Smith Group 提供 

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1081, 2012.1.25

24



米国エネルギー省(DOE)の国立再生可能エネルギー研究所(NREL)（コロラド州ゴール

デン）内のエネルギーシステム統合設備(ESIF)はまもなく、クリーンエネルギー技術を国

の目標達成に必要なスピードと規模での運転を｢計画中(“in-flight”)｣のグリッドへと、安全

に移行させるために必要となる構成要素(部品)や戦略に関するメガワット規模での総合的

な研究開発を行う能力を備えた米国初の研究設備となる。 
 

ユニークな連携設備 

この最先端設備により、NREL と企業が共同で、制御された統合エネルギーシステム・

プラットフォームの個々の技術を開発・評価できるようにする計画である。メガワット規

模でテストおよび最適化を行うことは、早期の市場獲得に付随して生じるリスクを減らす

のに役立つ。ESIF の力を最大限に活用する電力事業者、設備メーカー、再生可能エネル

ギーのシステムインテグレーター、大学、その他の国立研究所、および関連企業からの参

加は、エネルギーシステムを、よりクリーンで、より安全かつ信頼性のあるものへと変貌

させるために必要な研究を、劇的にスピードアップさせるだろう。主要な電力システムメ

ーカーや関連企業は、EISF 研究設備が完成したら自分たちの研究開発を ESIF で実施し

たいという興味を既に示している。 
 
エネルギー統合研究の注力点 

EISF で実施される研究開発は、再生可能エネルギーをグリッドに統合するという課題

の克服を目指す。これらの応用やテクノロジーに関する課題は、発電から送電、配電、エ

ンドユーザーの用途に至るまで、発電システム全体に及ぶものである。この内、特に焦点

を絞る対象は、電力システム、建物や設備のシステム、地域発電やマイクログリッド、商

用発電、熱および水素システム、エネルギーの効率化の先端的グリッド技術、電力システ

ムのアーキテクチャ、相互運用および再生可能エネルギー（ソーラー、風力、水素、先進

的電気自動車）を組み込む商用発電とグリッドである。 
 

研究ラボと研究設備 
これらの研究分野をサポートするために、182,500 平方フィート(約 16,955m2)の ESIF

には、約 200 名の研究者やエンジニアが収容され、以下のような最先端の研究ラボや屋外

試験エリアが、広い領域でフル装備される計画である。 
 
＜研究ラボ＞ 
・電力システムの統合 
・スマート電力 
・エネルギー貯留 
・電気特性評価 
・エネルギーシステムの統合 
・熱貯蔵の工程とその構成要素 
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・蓄熱材 
・光学評価ラボ 
・エネルギーシステムの構築 
・製造 
 
・材料特性評価 
・電気化学特性評価 
・エネルギーシステムセンサー 
・燃料電池の開発およびテスト 
・エネルギーシステムの高圧試験 
 
＜屋外試験エリア＞ 
・13.2 kV – 中域電圧 
・480 V – 低電圧 
・屋上試験エリア 
・エネルギー貯蔵 
 
これらに加え ESIF は、以下のような、その他の主なサービスやサポートを行う機能を持

つ予定である。 
 
・Research Electrical Distribution Bus ：REDB（研究用配電バス） 
・High Performance Computing Data Center：HPCDC（高性能演算データセンター) 
・メガワット規模電力での｢ハードウェア･イン･ザ･ループ(HIL)｣シミュレーション注1によ

るプロトタイプ化 
・共同研究・視覚化ルーム 
・高天井制御ルーム 
 
独自の連携 
 ESIF 内全てを統合した研究用配電バス (Research Electrical Distribution Bus：
REDB)は、最高度に電力を統合した“電気回路(circuit)”の役目を果たす。この回路は、

多様なエネルギー源に接続された AC 出力や DC 出力のバスを利用でき、研究ラボと設備

のテストやシミュレーションを行う実験装置を相互接続する能力を有している。REDB と

並行して運転されるのは、監視制御およびデータ収集(Supervisory Control and Data 
Acquisition：SCADA)システムである。これは、設備のベースとなるプロセスの監視や制

御を行い、連携や視覚化に向けたリアルタイムのデータを収集、発信するシステムである。 
 

                                                 
注1 訳者注：Hardware-in-the-Loop (HIL)シミュレーション: 実在システムの一部をシミュレーションモデル

に置き換えて評価することを言う。 
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REDB と同時に、電力や熱発電や燃料など多様な系統を全体としてつないだ熱や燃料イ

ンフラが ESIF に組み込まれる。 
 
ハードウェア･イン･ザ･ループ(Hardware-in-the-Loop) 
ハードウェア･イン･ザ･ループ･シミュレーションは目新しい構想ではないが、メガワッ

ト規模の電力追加に当たっては、次のレベルへの研究が必要とされる。ハードウェア･イン･

ザ･ループ･シミュレータを備えた ESIF のスマートパワー研究所(Smart Power Lab)は、

クリーンで持続可能なエネルギーの統合に用いられるパワーエレクトロニクスの構成要素

や電気回路、そして制御の研究開発を行う試験室である。この試験室により、研究者や製

造業者は、リアルタイムのシミュレーションで全出力や実際の負荷レベルでの統合テスト

を行い、市場に出る前の部品やシステムの性能評価が可能となる。 
 
高性能な演算機性能 

 高度な技術の共同開発や視覚化を行う研究ラボに加え、ESIF の中には NREL の研究の

拡大に役立っている高性能演算データセンター (high-performance computing data 
center：HPCDC)があり、研究ラボが行う再生可能エネルギー技術のモデリングやシミュ

レーションの性能の向上、および既存のエネルギーインフラへの統合における研究ラボの

能力を拡大している。このセンターのペタフロップの半分の演算速度システム（ペタフロ

ップ規模に拡大予定）により、材料の特性やプロセス、そして完全に統合されたシステム

を大規模にモデリングやシミュレーションすることが可能となる。これらは、直に実験を

行って研究するには、非常にコストがかかり不可能にすら思われていた。 
 

HPCDCは、エネルギー効率や再生可能エネルギー技術のために設けられた世界最高速

度の演算システムを搭載しているだけではなく、世界で最も電力効率の良いデータセンタ

ーでもあり、電力利用効率注2(power usage effectiveness：PUE)は1.06かそれよりも良い

状態で運用されている。 

 

将来の施設 

 

ESIFは、省エネな職場環境によって持続可

能なエネルギーの将来へ向かうという

NRELのコミットメント（約束）を実証す

る。そして、例えば窓の開閉による自然換

気、採光による照明、戸外の仕事スペース、

や｢チルドビーム（冷気流束）｣技術など、

エネルギー効率の良い機能を盛り込む計画

である。 
 

イラスト： Smith Group 提供 

                                                 
注2訳者注：データセンターやサーバー室のエネルギー効率を示す指標の 1つ。データセンター全体の消費電力

をサーバーなどのIT機器の消費電力で割った値であり、最も効率が良いデータセンターはPUEが1.0になる。 
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言動一致 

エネルギーシステム統合設備（Energy Systems Integration Facility：ESIF）は、クリ

ーンで持続可能なエネルギー技術をグリッドに統合させるという国家の重大な研究目的を

達成するだけでなく、その目的を安全で効率良く、そして周辺の環境を尊重した方法で達

成する。ESIFは米国のグリーンビルディング協会(Green Buildings Council)の基準に従っ

て建設される予定で、少なくともLEED注3ゴールド認定を獲得すると見込まれている。 
 
省エネルギー対策 

 建物やキャンパスの暖房を最大にするため、データセンターや高天井(High Bay)の研

究所の廃熱を再利用 
 同時使用／再使用のために、研究所の間で実験装置から（REDBを通じて）電気エネ

ルギーを託送 
 屋内の冷却や換気、また屋外のエア･エコノマイザーに向けた床下空気分配、 
 アクティブな気流束によるピンポイントの冷暖房 
 「ASHRAE（米国暖房冷凍空調学会）55 熱快適基準」を満たす蒸発ベースのセント

ラル･クーリング 
 窓や通気口の開閉による自然な換気モード 
 高効率な照明を有する採光照明（AM10時～PM2時の間は消灯） 
 「エネルギースター(Energy Star)注4」の認定を受けた設備 

 
詳細情報 

ESIFに関するさらなる情報はNRELのウェブサイトを参照 
http://www.nrel.gov/eis/facilities_esif.html 
電話 NREL広報課  (303) 275-4084. 
 

イラスト： Smith Group 提供 

 
 
                                                 
注3訳者注：Leadership in Energy and Environmental Design（米国グリーンビルディング協会によって開発・

運用されている建築物の環境配慮基準） 
注4訳者注：環境庁(EPA)とエネルギー省(DOE)がエネルギー効率の良い製品や効率化を通じて、環境問題への

対応や省エネを進めており、認定を受けた製品の省エネ基準は連邦最低エネルギー消費効率基準よりも厳しい。 
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翻訳：NEDO（担当 総務企画部 原田 玲子／室井 紗織） 
 
 
出典：本資料は、DOE の国立再生可能エネルギー研究所（NREL）の以下の記事を翻訳し

たものである。 
“Transforming our Nation’s Energy System” 
http://www.nrel.gov/docs/fy11osti/51936.pdf 
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(資料5) 
 
【再生可能エネルギー（太陽電池）】再生可能エネルギー CPV 太陽電池 
  
仮訳 
 
 
 

小さな太陽電池セルが大きな違いをもたらす（米国） 
2011 年 12 月 14 日 

 
 
太陽電池セルは、どれだけ小さくなっても発電能力を保持できるのだろうか？ 

600 マイクロメートル幅（ボールペンで打った点の直径）ではどうだろう？ 

米国エネルギー省(DOE)国立再生可

能エネルギー研究所(NREL)が最近、

Semprius社の開発した非常に小さな

太陽電池セルが照射強度 1,000suns注1

の条件下で 41 パーセント超のエネル

ギー変換効率を示したことを確認し

た。同条件下での最も優れた変換効率

の記録のひとつだ。太陽電池セルのエ

ネルギー変換効率とは、太陽光がセル

によって電力に変換される割合を示

す。 

 
NREL の科学者 Keith Emery 氏が Semprius 社の太

陽電池モジュールを研究所の屋外施設でテストして

いる様子。NREL は、Semprius 社がボールペンのペ

ン先の直径ほどの小さな太陽電池セルの特性評価と

テストをサポートした。 
クレジット：Dennis Schroeder 
拡大図 

DOE が資金を提供し NREL の専門

家らが共同で運営する SunShot イン

キュベータープログラムによって、新規性のあるアイデアを持つ小さな新興エレクトロ

ニック会社であった Semprius 社は、太陽電池セル業界に実在する他社とは一線を画す

メーカーとなった。 

 Semprius 社の３接合セルはガリウム・ヒ素で出来ている。低コストのレンズによっ

て非常に小さなセルに太陽光の 1,100 倍の光を集める。セルのサイズが小さいため、太

                                                           
注1 sun：太陽光の強度を表す単位で、1000w/m2 。本文中では 1sun の千倍強度の疑似太陽光を照射して

いる 
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陽電池モジュール全体に対してのセルが占める面積はたった 1/1000 となり、モジュー

ルのコストを下げることができる。さらに、小さなセルを大量に使用することでセル構

造内に発生する不要な熱が分散されるため、排熱フィンのような高額な温度管理設備が

必要なくなる。 

Semprius 社の技術者らは、同社が特許を持つ”micro-transfer printing”技術を使用

することでマイクロレベルのセルを成長基板からウェハに転写することができる。膨大

な並列処理によって数千ものセルが一斉に転写される。これによりオリジナルの基板を

繰り返し使用することが可能となり、劇的にコストが削減される。また、この技術は非

常に小さなセルのハンドリング手段としても機能している。 

Semprius 社の幹部らは、この低コストのアプローチによって製造費用を 50 パーセ

ント削減することが可能になると述べており、これに目をつけた巨大エネルギー企業

Siemens は、今年になってベンチャーキャピタルの投資価格 2000 万ドルの一部として

Semprius 社株の 16 パーセントを取得している。 

 

SunShot インキュベータープログラムが民間投資を刺激 

 

2007 年以来、DOEはNRELが
運営するPVインキュベータープ

ログラム（現在はSunShotインキ

ュベーター）に参加する太陽光発

電関連の 35 の新規事業団体に対

して 5000 万ドルの助成を行って

いる。こうした企業への民間投資

は現在のところ合計 13億ドルと、

公的資金の 25 倍以上となってい

る。 
 

NREL の最新機器で検証とキャラクタライゼーションを行

い、太陽電池セルの質や効率性を入念に検査する。写真のモ

ジュールに使用されている、Semprius 社が開発した太陽電

池セルについても同様の検査が行われた。 
クレジット：NREL 職員 
拡大図 

 DOE と NREL は、2010 年の

PV インキュベーター企業の一

つとして Semprius 社を選出し

た。選出された企業には 100 万

～300 万ドルの資金が与えられ、

それぞれの持つコンセプトを実際に使える試作品やパイロットプロジェクトへと展開
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 させる。また NREL の科学者らによる問題解決や、開発内容の信頼性や正当性のテス

トのサポートも行われる。 

 
転写技術は革新的に太陽電池セルの使用を発展させる 
 
 Semprius 社のバックグラウンドは、John Rogers 教授と彼のチームが、元々はフレ

キシブルエレクトロニクス用の転写技術をイリノイ大学で開発したところから始まっ

ている。 

Rogers 教授はすぐに、その技術を集光型太陽光発電(concentrated photovoltaic: 
CPV)の設計に応用させるほうが、より得るものが大きいことに気がついた。 

 Semprius社の手法では、オリジナルのガリウム・ヒ素基材注2の上に一時的に層を成

長させ、その層の上に多接合太陽電池セル構造を成長させる。そしてウェハが出来た後

に転写技術を用いてガリウムヒ素基板からセルを剥離させ、インターポーザー基板ウェ

ハに転写する。 

「それまでの方法とは全く異なるアプローチだ」と、Semprius 社の PV インキュベ

ータープロジェクトで CPV 応用工学技術管理者および研究責任者を務めた Kanchan 
Ghosal 氏は言う。「このアプローチでは高度な集光型太陽電池モジュールに使用され

る材料を大幅に減らすため、マイクロサイズの太陽電池セルと転写技術を使用している。

さらにこの方法によって、確立されたマイクロエレクトロニクス技術と装置に基づいた

モジュールの製造に、高い同時進行性がもたらされる。」 

 

集中型 PV の需要は毎年 2 倍になると予想されている 
 
 Semprius 社は今年、ノースカロライナ州 Henderson での製造工場建設に着工した。

敷地 50,000 平方フィートで完成時には 256 人雇用が見込まれるこの工場に、ノースカ

ロライナ州と出先機関らが 790 万ドルの資金を出している。 

Bev Perdue ノースカロライナ州知事は、Semprius 社が工場建設を当地に決めた理

由を同州の「教育と職業訓練への投資」だと述べている。工場は来年に操業を開始し、

                                                           
注2 substrate の訳語。通常、表面にメタライズや蒸着によって半導体や回路を作成した substrate（その状

態であれば分割して substrate とともに使用）は「基板」と訳される。本記事で使用されている substrate
は薄膜層を蒸着後に剥離し、その後も繰り返し使用されるものであり、ここでは「基材」と訳した。 
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開始直後は 5 メガワット、ゆくゆく

は 35 メガワットの生産能力になる

と見込まれている。 

 Semprius 社 CEO の Joe Carr 氏
によれば、高度 CPV の対象市場は

今後9年間で毎年2倍あるいはそれ

以上に拡大すると予想されており、

2020年までに10ギガワットを上回

るという。 
 Semprius 社の太陽電池セルモジュールが NREL の

屋外テスト施設でテストされている様子 
クレジット：NREL 職員 
拡大図 

 

 

DOE と NREL のパートナシップの有益性を証明 
 
 2007 年に Semprius 社は当初、DOE のエネルギー効率および再生可能エネルギー局

(Office of Energy Efficiency and Renewable Energy)配下の「Next-Gen」グラントか

らの援助を得て、”micro-transfer printing”技術を太陽電池セルに使用しようと考えた。 

 2010 年、Semprius 社は DOE が資金提供し NREL がプロジェクト運営を行う現在

の SunShot インキュベーターの前身プロジェクトの 4 領域のうちの 1 つを獲得した。 

Ghosal 氏は PV インキュベーターへの応募を完了するのに死に物狂いだった当時の

ことを思い出して笑う。 

 「私たちは NREL の提示する基準をほとんど満たせていなかった。」Ghosal 氏は言

う。「規則では採用に値するモジュールを有してなればならないが、私たちの手元には

２～３個のセルのついた小さな正方形の板があっただけで、本物のモジュールではなか

った。」 

 そうして Semprius 社の技術者らは「最初のモジュールを作るために、無我夢中で昼

も夜も働いた」。 
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 「締め切りの 2 日前になって、最初に作ったモジュールから良い結果を得ることがで

きた。そのモジュール結果とスケールアッププランで、インキュベーターグラントに応

募したよ。」 

 NREL の設定した厳しい締め切りと挑戦的な目標に応えられるかどうかを社内の技

術者らに対して問いかけた時、「私は不安でたまらなかった」と Ghosal 氏は当時を思

い起こした。「NREL はそれまでに誰も行っていない研究成果を多く求めてきていた。」 

 そうした要求のすべてに応え、Semprius 社は厳しい指示を出す NREL との契約を介

して、出来ると予想していた以上の成功を収めた最も新しいインキュベーター企業とな

った。 

 「要求は無理難題に思えたが、目標はすべて達成できた」と Ghosal 氏は言う。 

 NREL の技術モニターとして Semprius 社を担当した Kaitly VanSant 氏は、同社は

謙遜しすぎだと述べた。 

 「彼らは実際のところ、当初予定よりもずいぶん早く目標を達成している。目標は明

らかに挑戦的なものだったのに、彼らはスケジュールよりも早く完遂している。」 

 来年からノースカロライナ州で操業を開始する工場で製造されるモジュールは、大き

さは 18～24 インチ角、2.5 インチ厚で、1,100suns 以上の集光性と 31 パーセント超の

エネルギー変換効率をもつ。量産時には、このモジュールは化石燃料技術と同等のコス

ト効率を持つとされている。 

 NREL の役割は重要であると Ghosal 氏は言う。 

 「NREL が成し得たテストから多くの初期の援助がもたらされた。NREL は世界的

に認められたテストプログラムを持っている。特定の成果を要求すること以外に、

NREL にはそれが評価できる機能がある。信頼性のお墨付きを与えるのだ。 

 また私たちは、自分たちが使用する材料の点で、どれほど精力的にならなければなら

ないのかを NREL から学んだ。材料がその分野でどう機能するかの理解と、今後の動

向を見守るべき大切な指針がいくつか得られた。」 
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NRELのphotovoltaics researchに関する詳細 

 
 
 

 翻訳：NEDO（担当 総務企画部 望月 麻衣） 
 

 

 

出典：本資料は NREL の以下の記事を翻訳したものである。 
“Tiny Solar Cell Could Make a Big Difference” 
http://www.nrel.gov/news/features/feature_detail.cfm/feature_id=1668 
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(資料 5-(1)) 
 

【再生可能エネルギー (太陽電池)】ガリウム・ヒ素 多重層蒸着 分離(リリース) 
 
仮訳 
 

シリコンを超えて：太陽光発電のコストを削減（米国） 
ガリウムヒ素化合物半導体製造の新しい技術が 

太陽光発電のコスト削減や半導体デバイスの向上を約束する 

（2011 年 4 月 15 日） 

 
 太陽光発電の普及導入を阻むただ一つの 大

の障壁は、依然として太陽電池のコストである。

米国エネルギー省 (Department of Energy: 
DOE)科学局(Office of Science)の支援により、

イリノイ大学の材料科学者達は、PV セルの経

済性を転換させる飛躍的な発明を成功させた。

太陽光から電気への変換において、現行のシリ

コン系半導体のほぼ 2 倍の効率を有する代替材

料を用いた PV セルを製造する費用対効果の高

い方法を開発した。この方法は、電力事業者が

大規模な太陽光発電を導入する際には特に役立

つものである。ゆくゆくは、現在使用されてい

る他の多くの半導体ベースの技術にも応用が可

能となるだろう。 
 
 今日、シリコンは半導体業界を席巻しており、

それはまた PV セルの標準半導体であるが、太

陽のエネルギーを電気に変換する効率は約

20%に過ぎず、太陽光発電に利用できる も効率の良い材料ではない。ガリウム・ヒ素

(GaAs)といった化合物半導体ベースのセルは、シリコンベースの半導体の約 2 倍の効率で

太陽光を電気に変換する。しかし、デバイス品質の薄膜の製造に必要とされる(膜)成長技

術が高コストで特殊なものであるため、化合物半導体系の材料にはこれまで市場での進展

は見られなかった。 

拡大写真はここをクリック 
写真提供:イリノイ大学 

ミクロサイズのガリヒ素(GaAs)太陽電池

セルの相互接続されたアレーを使用する機

械的な柔軟性を備えた高効率な太陽電池モ

ジュールが、ウェハ上の多重積層に作られ、

それからプラスチックのシート上に印刷さ

れる。 

 
 イリノイ大学の John Rogers 教授と Xiuling Li 教授は、 近、より費用対効果の良い高

品質のガリウム・ヒ素化合物半導体の製造と、電力事業者による発電規模での利用を期待
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できる並はずれたクラス(サイズ)の太陽光パネルを組み立てる方法の実証に成功した。 
 
 「ガリウム・ヒ素をはじめ他の化合物半導体のコストや、そのような材料のデバイスへ

の利用や組み込みのためのコストが大幅に削減できれば、化合物半導体材料の応用範囲が

拡大されるでしょう。」とイリノイ大学の Lee J. Flory Founder Chair in Engineering 
Innovation であり、材料科学・エンジニアリングおよび化学の教授である Rogers 氏は述

べる。 
 
 ガリウム・ヒ素は通常、小さなウェハ上に単層薄膜状に成長させる。その後、求められ

るデバイスが直接ウェハ上に作成されるか、またはウェハが必要なサイズのチップに分割

され、ロボット・ピックアンドプレースツールにより組立てられる。これらの方法は、比

較的少量の材料を使用する場合でも時間とコストが生産にかかりすぎてしまうので、PV
のような大規模用途に必要な量産にはあまり向いていない。しかも、デバイス上ではあま

り有用な役割を果たすことのないウェハの基板は、(製造)プロセスにおいて消費され、コ

ストを増大させてしまう。 
 
 イリノイ大学の研究グループは、（ガリウム・ヒ素化合物半導体の）製造量と製造速度を

向上させる方法、またサイズと機械的な特性による制約を避けてウェハからガリウム・ヒ

素を切り離す方法を開発した。これらを達成するために、研究グループはまず、単一のウ

ェハ上に(同化合物半導体)材料を多重に蒸着して、厚みを増し、ガリウム・ヒ素薄膜フィ

ルムを積層した「パンケーキ」を作ることから始めた(各層は 終的に切り離されるため、

層間は「犠牲」層により分離されている)。このように、大量の材料が一度の成長処理で形

成することが可能となり、その切り離された材料(ガリウム・ヒ素薄膜)は、デバイス集積

のために目的とする基板上に組み付けられる。 
 
 研究グループは、 近 Nature 誌に発表された論文でこれらの方法を説明し、赤外線カ

メラ、高速電子そして PV セルの 3 種類のデバイスへの適用を実証した。また、詳細なコ

スト比較についても掲載した。 
 
 「1 回の成長で 10 層のレイヤーができれば、ウェハを装着(ロード)するのは 1 度だけで

良いわけです。」と電子コンピュータエンジニアリングの教授である Li 氏は述べる。「これ

を 10 回の成長処理で行うとすると、温度の上昇、下降と共にローディングとアンローデ

ィングに時間がかかりすぎてしまいます。機械、準備、時間、人員等の、一度の成長に必

要なものそれぞれを考慮すると、私たちの開発した費用を節約できる方法で大幅なコスト

ダウンが可能となります。」 
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 ひとたび積層ができあがると、研究者達はそれぞれの層を

剥離させて移動させる。剥離させるために、アルミニウム・

ヒ素の層と、ガリウム・ヒ素の交互の層を作る。酸性溶液に

積層を浸すと、酸化剤がアルミニウム・ヒ素の層を溶解し、

この溶液に対してより耐性のあるガリウム・ヒ素の個々の薄

いシートが分離する。柔らかい切手のようなデバイスが一枚

ずつ逆さまから層を拾い上げ、利用方法に合わせ、ガラス、

プラスチックまたはシリコンなどの他の基板へと移動させる。

それからウェハは次の成長プロセスに再び利用されるので、

 さらなるコスト削減となる。

「この方法によって、より速くより高い費用対効果で、よ

り多くの材料を製造することができます。」と 教授は

述べる。「従来から採られていた単一層に成長させる方法と違

い、私たちは大量の材料を作っているのです。」

同一の積層に、多種の機能を持つ層を成長させることも可能である。研究者達は、同様

の手順にてトランジスタ、 センサーや太陽電池での利用に特化したガリウム・ヒ素

の層を成長させることができる。 教授は、機能するシステムの全要素を持つ層、例

えば、ディスプレイ上で アレーのスイッチとして機能するトランジスタアレーなど

を思い描いている。その場 が上部、トランジスタが下部にある積層を成長させ、

それを分離し、

（この方法では）積層から層が分離されると、大小様々な層の断片は高密度、またはま

ばらな状態により広く表面をカバーするよう他の基板上に配置させることが可能であるが、

従来の単一層による処理方法ではウェハのサイズでその(カバーする)面積が限定されてし

まう。開発された処理方法ではまた、幅広い範囲のデバイス基板タイプに利用が可能であ

る。ガラス板やプラスチックシートなど、特に後者では、例えば薄く、軽量で機械的にフ

レキシブルな太陽電池モジュールを作ることが可能になる。 

「 発電では、できる限り大量の太陽光を捕らえる広い面積が必要です。極端なケー

スでは 回の処理で 、優に 倍の面

積を持つセル層を成長させることもできます。」と 教授は述べる。「実際に面積範

囲を拡大することができて、コストも削減し、同時にウェハの消費も抑えることもできま

す。」層が小片にスライスされて、まばらなアレー内に配置されれば、この方法による利点

はより大きなものとなる サイズが小さくても

済み、その材料コストも減少することを言っていると推察される 。

拡大写真はここをクリック 
写真提供：イリノイ大学 

ウェハ上に成長した材料の

多重積層から切り離された

ミクロスケールのガリウ

ム・ヒ素(GaAs)PV セルの大

群。 

 
 

Rogers

 
 
 

LED、

Rogers
LED
合は、LED

LED、それからトランジスタの順に配置する。 
 
 

 
 PV

、(1 )従来の単一層による手段から得られるものよりも 10
Rogers

(つまり太陽電池を集光型にすることにより、

)  
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 ノースカロライナ州を拠点とする新興企業である Semprius 社は、このライセンスされ

イリノイ大学の研究チームは、他種の半導体材料や膜の構成にこれらと同様な発想を生

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子） 
 

典：本資料は以下の記事を翻訳したものである。 

 gallium arsenide promises more 

on/127013/

た製造アプローチを利用して、化合物系半導体から作られたピンの頭ほどのサイズの非常

に小さな PV セルの数千個集合体からなる太陽電池パネルを製造している。小型化された

集光レンズが、これらのセルに太陽光を向かわせる統合モジュールを形成する。その結果、

この技術は費用対効果の高い代替エネルギーとなる可能性が高いと想定される。 初の商

業用システムが 2010 年の夏に Tuscon Electric Power Company 社に納入され、それ以来

累積で 1MW を超える電力が大変高効率に生産されている。Semprius 社は現在、発電容

量を増大させるため、製造インフラを拡大している。 
 
 

かした、固体ライティングや他分野におけるより広範囲のデバイスの応用の研究を次の目

標として掲げている。 
 
 
 

 
出

Beyond Silicon: Cutting the Costs of Solar Power 
New method of fabricating semiconductors from
affordable solar power, improved semiconductor devices. 
http://science.energy.gov/stories-of-discovery-and-innovati  
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(資料 6) 
 
【エネルギー（燃料電池・水素）】水素貯蔵 アンモニアボラン 

ポリマーマトリックス ポリメタクリル酸メチル 
 
仮訳 

 
燃料電池自動車におけるイノベーティブな水素貯蔵技術に、 

DOE が 700 万ドル超を資金提供(米国) 

 
（要約） 

2011 年 12 月 11 日、米国エネルギー省（DOE）は、燃料電池電気自動車に用

いる水素貯蔵技術を促進するため、以下の 4 プロジェクトに対し、700 万ドル超の

資金提供を行うと発表。 
① 水素貯蔵用カーボンファイバーの開発・設計・製造 〔Pacific Northwest 国立

研究所〕 
② 効率よく水素を吸収・放出する溶液(ポーラス構造に閉じ込めて用いる）〔HRL 
研究所〕 
③ 高水素吸収能の有機金属フレーム材料 〔Lawrence Barkley 国立研究所〕 
④ 車載・地上機器用、水素貯蔵用の液体ベースの化学材料 〔Oregon 大学〕 
 
これらのプロジェクトにより、従来よりも効率的で低圧力での水素の貯蔵が可能と

なり、水素圧縮貯蔵システムの低コスト化、商業化への道筋の確立が期待される。 
 
以下、関連技術に関する資料の和訳を掲載する。 
 
 
（1）アンモニアボランを用いた水素貯蔵について 

（① 水素貯蔵用カーボンファイバーの開発・設計・製造 〔Pacific Northwest 国
立研究所〕の関連資料） 

アンモニアボランは、水素分子を放出

し、ポリアミノボランを形成する。 

2 番目の水素分子が放出された後、 

ポリミノボランが残る。 

 
燃料電池自動車の開発における主な課題の１

つは、その性能と走行距離に対する顧客の期待を

損なうことなく、十分な量の水素燃料を安全に貯

蔵することである。さらに、適度な気温と気圧の

環境下において、最小限の燃料で、貯蔵システム

から水素を発生させなければならない。 
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PNNL(Pacific Northwest National Laboratory)注1の研究者チームは、水素貯蔵

に効果的と見込まれるマテリアルとして、エタンの類縁体の無機化合物であるアン

モニアボランの評価を行ってきた。アンモニアボランは常温では固体の状態で、重

量の 19%は水素で出来ており、残念なことに、バルク状のアンモニアボランを自動

車向けの水素貯蔵媒体として用いるには、水素の放出速度が遅すぎた。 
 
しかし、多くの専門分野の研究者から成る PNNL の研究チームは、水素放出の運

動速度へのナノスケールの影響について研究を行ってきた。そして、直径 6.5 ナノ

メーターのメソ多孔性シリカの細孔の中にアンモニアボランを入れた時に、水素分

子の放出速度が約 2 桁増加することが観測されたのである。 
 

研究チームが次に取り組んでいる課題の 1 つは、水素の貯蔵量を最適化し、その

貯蔵プロセスをリバーシブル化する方法について解明することである。この研究は、

DOE Center of Excellence in Chemical Hydrogen Storage(DOE の化学的水素貯

蔵中核研究センター)の研究の一環として継続される予定である。 
 

この研究活動に取り組む本研究チームには、以下の研究者が参加している。Tom 
Autrey, Maciej Gutowski、Anna Gutowska、 Liyu Li、Yongsoon Shin、Chongmin 
Wang、Shari Li、John C. Linehan、R. Scott Smith、 Bruce D. Kay、Benjamin 
Schmid、Nancy Hess、Wendy Shaw。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 原田 玲子） 
 
 
出典：本資料は、PNNLの以下 ”Chemical & Materials Sciences Division Research 
Highlights：Hydrogen Storage in Ammonia Borane”の記事を翻訳したものである。 
http://www.pnl.gov/science/highlights/highlight.asp?id=322 
  

                                                 
注1 PNNL：Pacific Northwest National Laboratory (http://www.pnl.gov/) 
DOE傘下の国立研究所のひとつであり、多方面にわたる基礎的な研究開発を行っているが、なかでも

廃棄物処理、環境復旧、地球環境、エネルギーセキュリティなどの環境関連が中心テーマとなりつつ

ある。独)産業技術総合研究所のサイトより引用

(http://www.aist.go.jp/FORMER-AIST/nss/j-window/document/pnl.htm) 
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（2）可逆的水素貯蔵のための、熱力学を利用したナノフェイズ材料 
(②効率よく水素を吸収・放出する溶液（ボーラス構造に閉じ込めて用いる）〔HRL
研究所〕に関連する資料) 
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 翻訳：NEDO（担当 総務企画部 望月 麻衣） 
 
 
 
出典：本資料は HRL が DOE に提出した技術開発経緯をまとめた以下の資料を一

部翻訳したものである。 
“Thermodynamically Tuned Nanophase Materials for Reversible Hydrogen 
Storage” 
http://www.hydrogen.energy.gov/pdfs/review10/st065_liu_2010_p_web
.pdf 
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（3）バークレー研究所、水素電池を向上させるナノ結晶水素貯蔵マトリッ

クスを発見（米国） 
（③高水素吸収能の有機金属フレーム材料 〔Lawrence Barkley 国立研究所〕

関連資料） 

 
もし水素で携帯電話を動かすことが出来たら、何日間もパワーを保持できる。し

かし一方で、その原料を保存する高圧タンクを持ち歩く必要も出てくる。それでは

大変であるから、リチウムイオン蓄電池やそれに似た電池が依然として使用されて

いる。しかし、ローレンス･バークレー国立研究所(Lawrence Berkeley National 
Laboratory)の科学者により、水素タンクを不要とする道が見出された。これは、ガ

ス･バリヤーがあるポリマーマトリックスをポリメタクリル酸メチルから作り、水素

ガスの侵入は認めるが、酸素や他のすべては排除できるという方法である。このマ

トリックスには、MgH2を形成し、安全で、（比較的）低圧な貯蔵を可能とする水素

と反応するナノ結晶マグネシウムが含まれている。その後H2は再放出され、次のバ

ッチの水素と結合するため、ナノ結晶マグネシウムが再充填される。Cella Energy
社の水素貯留法注2に少し似ているが、正直なところ我々の発見の方がより有望と思

われる。この発見の生産化には、まだ長く苦しい月日が必要である。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 室井 紗織） 
 
出典：本資料は、米国ローレンス･バークレー国立研究所の以下の記事を翻訳したも

のである。“Berkeley Lab scientists create nanocrystal hydrogen storage matrix, 
could make for H2 batteries” 
http://www.engadget.com/2011/03/14/berkeley-lab-scientists-create-nanocrystal-
hydrogen-storage-matr/ 
                                                 
注2 訳者注：マイクロファイバーの中に水素を貯蔵する新技術。詳細はリンクを参照。 
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（4）オレゴン大学、液体ベースの水素貯蔵材料を開発（米国） 
（④車載・地上機器用、水素貯蔵用の液体ベースの化学材料 〔Oregon 大学〕

関連資料） 
 
【2011年11月22日-オレゴン州EUGENE】オレゴン大学の化学者は、水素が室温で

も安全に機能し、空気や湿気の両方に対して安定性のある、窒化ホウ素ベースの水

素用液相貯蔵材料を開発した。この功績は、昨今の貯蔵や輸送における障害を打破

する道筋になるかもしれない。 
 

オレゴン大学の4人の化学者からなるチームが、

『Journal of the American Chemical Society』の

発行前にオンラインで発表した論文において、窒

化 ホ ウ 素 - メ チ ル シ ク ロ ペ ン タ ン

(BN-methylcyclopentane)と呼ばれる環状アミン

ボランベースのプラットフォームの開発について

述べている。さらに温度や安定性などの特性に加

え、相変化のない、つまりはクリーンで素早く、

かつ制御可能な水素放出についても注目をしている。放出用の触媒として、入手が

容易な塩化鉄が使用され、使用燃料を使える状態にして戻すことが可能である。 
 
このプラットフォームを前進させる上での大きな課題は、水素収率（歩止まり）

の増加と、エネルギー効率を上げた再生メカニズムの開発の必要性であると研究者

は注意を促している。 
 

（ニュース更新日 2011 年 12 月 12 日：米国エネルギー省(DOE)は、水素貯蔵に関

するプロジェクト支援のため、新たに合計700万ドルの資金援助をすると発表した。

その中の最大 200 万ドルが、ここで述べられている研究を拡大するため、オレゴン

大学Shih-Yuan Liu氏のもとに充てられる。また、オレゴン大学のこの助成金の中

には、アラバマ大学とPacific Northwest国立研究所の共同研究も含まれている。

DOEによる発表はこちら） 

 
「再生可能な水素の生産と並んで、水素貯蔵技術

の開発は、継続して水素ベースのエネルギーインフ

ラを確立する重要な課題となる。」と語るのは、オレ

ゴン大学にある材料科学研究所（Materials Science 
Institute）の 化学研究科 教授で研究者でもあ

るShih-Yuan Liu氏である。 
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この研究に資金提供を行ったDOEは、2017年までに水素燃料用の実現可能な液体

または固体の保存担体の開発に乗り出している。オレゴン大学の新たなアプローチ

は、他で研究中の多くの技術とは異なり、固体ではなくむしろ液体ベースである。

その方が、ガソリンインフラから水素インフラへの移行が容易だと考えられるとLiu
氏は説明する。 
 
「材料をベースとする水素貯蔵の分野は、金属水素化物や吸着材料、そしてアンモ

ニアボランなどの固相の材料研究が優勢であった。将来、液相の水素貯蔵材料が利

用できるようになれば、携帯電話や運搬用の装置にとって、液体ベースの燃料イン

フラを活かした実用的な水素貯蔵の選択肢ができることとなる。」とLiu氏は述べる。 
 
手掛かりは化学である。Liu氏のチームは、初期段階で6員環を有するアミノボラ

ン材料を見い出した。これは水素を放出することで、三量体を形成、つまり望み通

りのより大きな分子を形成するものである。しかし、これらの初期材料は固体であ

る。研究チームは、この構造を環のサイズを6員環から5員環に員環数を減らすなど

して微調整することにより、低蒸気圧を有し、水素の放出時も液体特性を変化させ

ない液体バージョンの開発に成功した。 
 
 Liu氏曰く、主にこの新たなプラットフォームにより、ポータブル燃料電池機器へ

の使用が、より容易に可能となるという。 
 
この論文の共著者はCenter for Advanced Materials Characterization in Oregon 

(CAMCOR)の博士課程の学生であるWei Luo氏、Patrick G. Campbell氏、およびLev 
N. Zakharov氏である。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 室井 紗織） 
 
 
出典：本資料は、オレゴン大学の以下の記事を翻訳したものである。 
“UO chemists develop liquid-based hydrogen storage material” 
http://uonews.uoregon.edu/archive/news-release/2011/11/uo-chemists-develop-li
quid-based-hydrogen-storage-material 
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(資料 7) 
 
【再生可能エネルギー（太陽電池）】量子ドット太陽電池セル  
 
仮訳 
 
 

NREL 研究者らが太陽からの入射光量子よりも多くの電子を 
光電流で発生させる初の太陽電池セルを発表（米国） 

2011 年 12 月 15 日 
 

米国エネルギー省(Department of Energy :DOE)国立再生可能エネルギー研究所

(National Renewable Energy Laboratory :NREL)の研究者らは、太陽スペクトルの高

エネルギー領域からの入射光量子（フォトン）により光励起した際に、100 パーセント

超の外部量子効率を有する光電流を発生させる初の太陽電池セルを発表した。  

 通常パーセンテージで表される光電流の外部量子効率とは、太陽電池セルに入射する

固有エネルギー（または波長）の単位秒当たりの光子の数で除した、１つの太陽電池セ

ルの外部回路内を１秒間に流れる電子の数を指す。これまでの太陽電池セルで、太陽ス

ペクトルのどの波長においても 100 パーセントを上回る光電流の外部量子効率を記録

したものは一つもない。 

 外部量子効率の最高値は 114 パーセントに達した。今回新たに報告された結果は、

太陽光発電およびソーラーフューエルの両方が化石燃料や核燃料のコストに匹敵ある

いはそれを下回る「次世代太陽電池セル」の開発に向けた将来有望な１歩である。 

 

多重励起子注1生成(MEG注2)が実現へのカギ 

 このブレークスルーに関する論文は 12 月 16 日科学誌Science Magazineの記事に掲

載された。「MEGによる量子ドット太陽電池セルの光電流の外部量子効率の最高値が

100パーセントを超える(Peak External Photocurrent Quantum Efficiency Exceeding 
100 percent via MEG in a Quantum Dot Solar Cell)」と題する本論文は、NRELの科

学者Octavi E. Semonin氏、 Joseph M. Luther氏、Sukgeun Choi氏、Hsiang-Yu Chen

                                                           
注1 訳者注：励起子とは電子と正孔が対になったもので、半導体に当たった光のエネルギーで生成される。

通常は 1 個の光子で 1 個以下の励起子しかできない。 
注2 訳者注：量子ドットに光が当たると多重励起子生成(MEG)が起こる。 
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氏、Jianbo Gao氏、Arthur J. Nozikand Matthew C. Beard氏の共著である。この研究

はDOEの科学局、基礎エネルギー科学局より資金が提供されたCenter for Advanced 
Solar PhotophysicsとEnergy Frontier Research Centerの協力を受けて行われた。

Semonin氏とNozik氏はBoulderにあるコロラド大学にも所属している。 

 太陽光子を利用して 100 パーセント超の量子効率が発揮できるメカニズムは、多重

励起子生成(Multiple Exciton Generation: MEG)とよばれるプロセス、つまり一定レベ

ル以上の高いエネルギーを持つ単一光子が複数の電子－正孔対を作ることが出来るプ

ロセスに基づいている。 

 NREL の科学者 Arthur J. Nozik 氏は、MEG はバルク半導体よりも半導体量子ドッ

トにおいてより効果的であるという予測を 2001 年の出版物で初めて示した。量子ドッ

トは半導体内にある小さな結晶で、その大きさは 1-20nm のナノサイズであり、1nm
といえば 10 億分の１メートルである。このサイズで半導体は以下に示す量子物理学的

理由により劇的な効果を発揮する。 

 量子ドットのサイズが小さくなることで、バンドギャップが急激に増加する 
 常温で相関電子－正孔対（励起子）が形成される 
 クーロン力によって電子的粒子（電子と正孔）のカップリングが促進される 
 MEG プロセスの促進 

量子ドットはチャージを閉じ込め、余分にエネルギーを生成する。 

 量子ドットは電荷担体をその小さな領域に取り込むことで余分なエネルギーを生み

出すことができ、そうしなければエネルギーは熱として失われてしまう。このため、光

子から有効な自由エネルギーへの変換効率が大きく改善される。 

 研究者らは外部量子効率 114 パーセントを達成する際、透明導電体の薄膜を使った

反射防止コーティングガラス層、ナノ構造をもった酸化亜鉛層、エタンジチオールとヒ

ドラジンによるセレン化鉛の量子ドット層、そして電極先端部分用のゴールド薄層を重

ねた太陽電池セルを使用した。 

 2006 年の発表で NREL の科学者 Mark Hanna 氏と Arthur J. Nozik 氏は、量子ド

ット太陽電池セルで理想的な MEG が起これば、太陽電池セルの熱力学的な変換効率は

従来の太陽電池セルに比べ、理論上で約 35 パーセント改善できると示していた。さら

に量子ドット太陽電池セルの製造は、安価で生産性の高い roll-to-roll 製造法を適用で

きる。 
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 このように高効率な可能性を持ち、単位面積あたりのコストが低い太陽電池セルを第

3 世代（次世代）太陽電池セルと呼んでいる。現在流通している太陽電池セルはシリコ

ン、テルル化カドミウム、(2)セレン化ガリウムインジウム銅といったバルク半導体か

らなるもの、または元素周期表の 3 族と 5 族（場合により 4 族）の元素からなる多重

接合タンデム太陽電池セルである。これらはすべて第１または第 2 世代太陽電池セルと

呼ばれる。 

 

太陽電池セルを使ってエネルギー変換効率 100 パーセント超を示す初の試み 

  MEG はキャリア増倍(Carrier Multiplication: CM)とも呼ばれ、2004 年に DOE の

Los Alamos 国立研究所で Richard Schaller 氏と Victor Klimov 氏によって、量子ドッ

トのコロイド溶液中で初めて実験的に実証された。それ以来、NREL の研究チームを

含め世界中で多くの研究者たちが様々な半導体量子ドットで MEG を確認した。しかし、

わずかな例外を除いて、こうした MEG の好ましい結果のほとんど全てが、コロイド溶

液中で粒子分解された単一量子ドットを用いる超高速の時間分解スペクトル測定法に

基づいて行われていた。 

 NRELの研究チームによって科学誌Scienceに発表されたMEGに関する今回の論文

は、低輝度光下で量子ドット太陽電池セルを使用して測定された光電流の外部量子が

100 パーセントを超えるエネルギー効率を持つと明らかにした最初のものである。これ

らの太陽電池セルは疑似太陽光によって4.5パーセントもの優れたエネルギー変換効率

（入射エネルギーとは別に生みだされた全エネルギーと定義）を示した。こうした太陽

電池セルは最適状態ではないので比較的低い変換効率（光電流と光起電力の生産）を示

すものであるが、太陽電池の光電流の MEG 実証は太陽電池セルの変換効率の改善に向

けた、これまで行われていない新たなアプローチであり、重要な意味合いを持つ。 

 この他に新たな成果の持つ重要な点は、先に行われた MEG の時間分解スペクトル測

定法と一致した、これまでに得られた MEG の成果を正当化したことだ。外部量子効率

が太陽電池セルの光活性部分に実際に吸収された光子の数で補正されるとき、すばらし

い一致が生まれる。この時に決定される量子効率のことを内部量子効率と呼ぶ。反射に

よって入射光子の大部分が失われ、太陽電池セル内の光電流を生産しない部分へ光子が

吸収されてしまう外部量子効率よりも、内部量子効率のほうが大きい。内部量子効率の

最高値である 130 パーセントは、このような反射や吸収による損失も考慮されたうえ

で示されたものである。 
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 NRELは米国のDOEが再生可能エネルギーとエネルギー効率の研究開発を目的とし

た最初の国立研究所であり、Alliance for Sustainable Energy 社によって運営されてい

る。 

 

 
 翻訳：NEDO（担当 総務企画部 望月 麻衣） 

 

 

 

出典：本資料は NREL の以下の記事を翻訳したものである。 
NREL Scientists Report First Solar Cell Producing More Electrons In Photocurrent 
Than Solar Photons Entering Cell 
http://www.nrel.gov/news/press/2011/1667.html 
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(資料 8) 
 
【再生可能エネルギー（太陽電池）】ブラックシリコン ナノ触媒・湿式エッチング法 
 
仮訳 

 
NRELが太陽電池の効率向上技術ライセンスをNatcore社に供与（米国） 

(2010 年度 R&D100 選を)受賞したイノベーション技術をベースに 
Natcore 社が「ブラックシリコン」太陽電池製品開発を行う 

2011 年 12 月 20 日 
 
米国エネルギー省(Department of Energy: DOE)傘下の再生可能エネルギー研究所は

(National Renewable Energy Laboratory: NREL)は本日 Natcore Technology 社に対し一

連のブラックシリコン製品を開発するための特許ライセンスを供与したと発表した。 
 
 Natcore 社と NREL はまた、NREL が発明し特許を獲得したブラックシリコンを使用

した商業用プロトタイプ製品の開発に関する共同研究開発契約(Cooperative Research 
and Development Agreement : CRADA)を結ぶ予定である。 

 「この技術は太陽光発電技術の利用を推進する重要な役割を担うでしょう。」と NREL 
Commercialization & Technology Transfer 担当の副所長である William Farris 氏は述

べる。「これは、この 10 年間で太陽エネルギーのコストを他のエネルギー形態と競合で

きるようにしようとする DOE のサンショットイニシアティブ(SunShot Initiative)を支

える一歩となります。」と同氏は続ける。  
 
The Black Silicon Nanocatalytic Wet-Chemical Etch（ブラックシリコン・ナノ触媒・湿

式化学エッチング法）は、化学エッチングにより黒い外観を持たせ、太陽光をより多く吸

収するブラックシリコンのソーラーセルを実証したNRELのPV研究者による研究活動か

ら生まれた。安価なワンステップ方法は、シリコンウェハの光の反射率を 2%未満へと減

少させ、製造コストと資本の支出の削減を約束する。 
 
 ソーラーセルの表面で反射されるフォトンは全て利用されていない。この反射光を減少

させてセルの変換効率を高めるために、NREL の科学者は、太陽光の 98%を吸収できるよ

うシリコンウェハを黒色にする反射防止加工法を開発した。現行のソーラーセルは太陽光

の約 95%を吸収している。 
 
 このより低コストな加工方法は、既存の最も変換効率の良いセルに比べ、未だにその効
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率が 1%の数十分の一よりも低い。しかし、ブラックシリコンは朝方と午後の低い角度の

光の反射を十分に回避するため、少なくとも 1 パーセントの PV 効率の向上となる。 

 NREL によれば、このブラックシリコン製造方法は加工コストを 4～8%削減可能で、ソ

ーラーセル製造の全体で 1～3%のコスト削減となり、ブラックシリコンを大変魅力のある

ものにしている。 
 
ブラックシリコン・ナノ触媒・湿式化学エッチング法は、2010 年度 R&D100 選を受賞

した。この R&D100 選は、研究開発コミュニティにおいて「発明のオスカー賞」と考えら

れている。 
 
 
### 
NRELのウェブサイト 
 

NREL は、再生可能エネルギーおよびエネルギー効率向上のための研究開発を行う米国

エネルギー省傘下の主要な国立研究所であり、Alliance for Sustainable Energy, LLC に
よって運営されている。 

 
詳細については NREL 広報 へ Tel: 303-275-4090 
 

 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子） 
 
 
出典：本資料は以下の記事を翻訳したものである。 
NREL Licenses Technology to Increase Solar Cell Efficiency 
Natcore to develop ‘black silicon’ solar cells based on award-winning innovation 
（http://www.nrel.gov/news/press/2011/1671.html） 
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(資料 9) 
 
【再生可能エネルギー（太陽電池）】有機太陽電池  
 
仮訳 

 
Heliatek社が有機太陽電池において 

9.8%というセル効率の世界新記録を達成（独） 
 
【2011 年 12 月 5 日-ドイツ、ドレスデン】高性能な太陽光発電(PV)技術において世界的リ

ーダーである Heliatek 社（Heliatek GmbH）が、有機太陽電池の変換効率 9.8%という世

界新記録を樹立した。この有機太陽電池は、低温蒸着プロセスで製造された 1.1cm2のタン

デム構造のセルであり、Fraunhofer ISE の認定を受けている。Heliatek 社は有機 PV の

分野において変換効率の世界記録を 3 回連続で更新しており、有機太陽電池において技術

のリーダーシップを常に発揮している。 
 
 1 年前、Heliatek 社は有効面積 1.1cm2 の変換効率が 8.3%という世界記録を樹立した。

同社は近年における開発の成果により、現在では太陽電池の効率をさらに 1.5%も上昇させ、

9.8%にまで上げている。この新記録は、独立機関の Fraunhofer ISE CalLab （ドイツ、

Freiburg）により、標準検査条件下で測定、認定された。 
 

Heliatek 社の共同創始者であり CTO（技術最高責任者）でもある Martin Pfeiffer 博士

は次のように語る。「Heliatek 社は、有機発光ダイオード(OLED)用にすでに業界で幅広く

導入されている低温処理を用いた小分子の蒸着法に重点的に取り組んでいる世界で唯一の

太陽電池製造会社である。我が社が取り組んでいるのは、太陽電池の中に光を取り込み、

その光を電気に変換させる分子の開発や合成である。今回の世界新記録からも、Heliatek
社の方向性が正しいことは明らかである。Heliatek 社の有機太陽電池は、現時点では従来

のアモルファスシリコン製の太陽電池の変換効率のレベルにまで達している。」 
 
Heliatek社には、化学研究部門のほかに物理研

究部門を有している。このユニークの連携により、

材料品質と電池設計の研究に同時に取り組むこと

が可能となり、効果的な相乗効果が生み出されて

いる。同社は、適した材料を合成することにより、

記録的となるセルの光吸収層構造の最適化を達成

した。さらに、蒸着プロセスの改善により、セル

の形態を大幅に改良し、太陽電池の出力や曲線因

子の増加をもたらした。 

Heliatek 社の記録的なセル。2 つの重なったセ

ルが、それぞれ 1.1cm2 の有効面で変換効率

9.8%を出す。© Heliatek GmbH 
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史上初のこの電池構造は、2012年後半に予定している生産開始後から、徐々にHeliatek
社の製造過程へ組み込まれてゆく予定である。Heliatek社内の測定によると、この史上初

のセルをサイズ因子120超えをもつパネルへ拡大すると、モジュールの有効面における変

換効率は9%を超える結果になるという。 
 

Heliatek 社 の CEO で あ る Thibaud Le 
Séguillon氏は、次のようにまとめる。「今回の新た

な結果により、我々がこの分野の技術面において

リードしていることが確実となり嬉しく思う。（変

換効率）15%を達成するための次なるステップは、

来年のうちに変換効率10%以上のセルを作ること

である。今回の最新記録により、低温プロセスを

用いた小分子ベースの有機太陽電池の生産に向け

積極的に取り組むという投資家やチームが最初に

下した決断の正しさが、今一度立証される。フレ

キシブルで、薄くて軽い我々のパネルは、従来の

PV技術で扱うにはこれまで不可能であった適用分

野を新たに開拓する。2012年－この年内に、従来

および新規の投資家から新資本として約5000万ユ

ーロを集める予定－に計画されている第3次の投

資ラウンド（期間）後に、製造ラインを追加して、

生産設備の拡大を計画している。これにより、我々

は高性能なパネルをBIPV（建材一体型太陽光発電）として窓やファサード（正面玄関）

などの新たな分野に売り込むことができるだろう。この技術は、実に太陽光産業に革命を

もたらす可能性を秘めている。」 

ガラス間隙にある半透明の Heliatek 社製有機

太陽光モジュール © Heliatek GmbH 

 
Heliatek社は、今回の発電効率の新記録を達成するため、ドイツ教育研究省(BMBF) 研

究開発プロジェクトNo.13N9869、そして13N9716、および欧州地域開発基金(ERDF) 並
びにFreistaat SachsenプロジェクトNo.71070による包括的な金融支援を受け入れている。 
 

Martin Pfeiffer博士（Heliatek社CTO）は、研究者仲間のKarl Leo教授（IAPP注1所長）

やJan Blochwitz-Nimoth博士（Novaled社）と共に、有機エレクトロニクスの分野での研

究の成果に対して、2011年ドイツ未来賞(Deutschen Zukunftspreis注2)にノミネートされ

た。12月14日にChristian Wulff 独大統領が、賞の候補に挙がっている3つの科学者チー

                                                 
注1 Technische Universitaet Dresden, Institut fuer Angewandte Photophysik (IAPP)：ドレスデン工科大学 
応用光物理研究所 http://www.iapp.de/iapp/ 
注2 研究から産業へ移行を伴う優れた革新技術に対して、ドイツ連邦共和国大統領から毎年授与される賞 
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ムの中から受賞者の発表を行う注3。 
 
Heliatek社の技術について 
 有機太陽電池(OPV)は、結晶や薄膜太陽電池の後に誕生した第3世代太陽電池である。

OPVには2つのアプローチがある。1つはポリマー基板（高分子）のOPV、もう1つが

Heliatek社で使われているようなオリゴマー基板（小分子）のOPVである。現在市場に出

ているプリントポリマーをベースとするOPVとは対照的に、小分子をベースとする

Heliatek社の技術には、プロセス制御の改良、効率性の向上、そして長寿命化などの利点

がある。 
 

Heliatek社の競争力は、ドーピングした輸送層をもつ有機太陽電池の生産をカバーする

パテントのポートフォリオから生じている。特許を取得したタンデム型セル技術（2種類

の太陽電池セルを相互に積み重ねる）を用いることで、非常に幅広い太陽光スペクトルを

吸収し、より高い変換効率の決定的要因となる極めて薄い有機層（全体の薄さがたった500
ナノメートル）の使用が可能となる。化学合成やデバイス物理学における同社のユニーク

で非常に連携の取れた活動は、結果として技術的進歩の急激な上昇という成果を上げる。 
 

Heliatek社は太陽光パネルの加工に当たり、低温ロール･ツー･ロール製法という大量生

産によりコスト効率を極めて高くする製法を用いる予定である。有機EL産業（OLEDのデ

ィスプレイや照明）において、“小分子”はポリマーの使用材料としてすでに採用されてい

るので、同社はOLEDの製造経験を享受できる。 
 
Heliatek社の太陽光パネルは、従来と比較して4つの主な利点を有するため、太陽光技

術の応用に向けた新たな展開を広げる。 
 
 加工温度が低いことで、基板物質としてプラスチック･フィルムを使用することが可能に

なるため、モジュールはフレキシブルで、極薄、そして極めて軽量となる。0.5 kg/m²のモ

ジュール（対して従来のPVは12～17kg/m²）は、あらゆる種類のモバイルアプリケーショ

ンや耐荷重性の低い屋根に対して、太陽光という選択肢を与える。 
 
 設計の自由度が高いため、モジュールの色や面積、透明度において、様々な選択肢が出

てくる。半透明なOPVを有する窓は、太陽光エネルギーの収集と日よけという二重の機能

を果たし、さらに建築士の設計の要求を満たすような様々な色合いで製造することも可能

である。 
 

                                                 
注3 Martin Pfeiffer博士のチームが受賞 http://www.deutscher-zukunftspreis.de/ 
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 その上、Heliatek社のモジュールは、一般的な太陽光パネルと比較し、実用的な性能と

いう点でも優れている。従来の太陽光モジュールは、温度の上昇につれ変換効率が落ちる

のに対し、Heliatek社のOPVモジュールは、モジュールの温度に関係なくその変換効率を

保つ。同様に、光度が減少すると平均的なモジュールは変換効率が落ちるが、Heliatek社
のパネルは、十分な日射量の日から、十分な日射量の1/10しかないような非常に曇った冬

の日に至るまで同じ変換効率である。このことから、同社のモジュールは日射量の多い地

域に限定されず、北部地方にも適しており、またモジュールの風通しの悪さを統合的に解

決することや、配置角度が限定されるファサード（正面玄関）や屋根と一体化させること

にも適応する。 
 
 最後に、Heliatek社の有機太陽電池は、実に環境に優しいPV技術である。この太陽電池

セルの材料は、完全なる有機体で、容易に入手でき、毒性成分や重金属として知られるも

のを一切含まない。1平方メートルの太陽電池パネルの生産に必要な有機材料は、たった1
グラムある。毒物を使用しない製造プロセスでは、どんな溶剤も必要なく、また高いエネ

ルギー量を投入する必要もないため、環境に優しい。さらに、これらのカーボンフットプ

リント注4に含まれる輸送コストにおいても、重くて壊れやすい保護ガラスを有する一般的

なモジュールと比較して、同社のパネルは超軽量のため大幅に低くなる。 
 
Heliatek社について 
高性能PV技術において世界的リーダーであるHeliatek社は、2006年にTechnical 

University of DresdenとUniversity of Ulmから独立分離した。そして企業の創設にあた

り、有機光電子工学や有機オリゴマー合成の分野で国際的に高名な専門家を集結させた。

小分子をベースとした有機太陽光発電(OPV)分野の世界的な技術リーダーとなった現在、

Heliatek社は技術開発から工業生産へと移行している。同社の目標は、小分子の蒸着にお

いて世界初となるロール･ツー･ロール方式の低温プロセスを用いて、2012年のうちに有機

PVパネルを大量生産することである。 
 

Heliatek社の全職員は70名の従業員と専門家からなり、DresdenとUlmにある施設にい

る。Heliatek社の投資家は、BASF社やBosch社、RWE社そしてWellington Partners社と

いった一流の工業系や金融系の企業である。生産技術の樹立だけでなく研究開発事業に対

し、Free State of Saxony、BMBF（ドイツ連邦教育研究省）、BMWi（ドイツ連邦経済技

術省）、および欧州連合が資金提供を行っている。更なる詳細はこちらのウェブサイト

(www.heliatek.com)を参照。 
 
 
                                                 
注4 商品・サービスの一生（原料から廃棄まで）の各過程で排出された「温室効果ガスの量」を合算した結果、 
得られた全体の量をCO2量に換算して表示すること。http://www.cfp-japan.jp/ 
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翻訳：NEDO（担当 総務企画部 室井 紗織） 

 
 
出典：本資料は、Heliatek 社の以下の記事を翻訳したものである。 
“Heliatek achieves new world record for organic solar cells with certified 9.8 % cell 
efficiency” 
http://www.heliatek.com/wp-content/uploads/2011/12/111205_PI_Heliatek-with-efficie
ncy-record-for-organic-solar-cell_EN.pdf 
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(資料 9-(1)) 
 
【電子・情報（半導体）】有機 LED 無機 LED 
 
仮訳 
 

新たな照明の技術開発を成功裏に終えた欧州研究プロジェクト
OLED100.eu（欧州） 

2011 年 11 月 23 日 
 

 広範囲照明向けの有機 LED のエネルギー効率とライフタイム(製品寿命)は、Novaled
社が提供する技術と材料により向上してきている。 

 本プロジェクトで開発された広範囲照明向けの OLED 照明器具を、以下に紹介する。 
 
 ドレスデン(独)に於いて、欧州の研究プロジェクト OLED100.eu は、プロジェクトの正

式な最終日となる今日、有機発光ダイオード(OLED)の一般照明市場化に近づく重要な進

歩を遂げたことを祝し、式典を執り行う。本プロジェクトでは 2008 年 9 月以降、欧州 6
ヵ国からの 15 の企業や研究機関が、この目標に向けて取り組みを行ってきた。この間、

技術的な問題の調査や解決のみならず、この新興の光技術についてのエンドユーザーの許

容レベルや嗜好についても調査が行われてきた。さらにこの研究コンソーシアムは、

33x33cm2のタイル 9 枚から成る広範囲照明向けの OLED 照明器具を開発した。 
 

 

OLED100.eu注1と共同でコンソーシアムが注力する 5 つのターゲット： 

 
 照明効果の向上 
 ライフタイムの延長 
 発光範囲のスケールアップ 
 製造プロセスの最適化による製造コストの削減 
 応用研究に基づいた計測の標準化 

 
最も関連性のある成果： 

 
 省エネランプよりも高い数値 60 lm/W を示す、Novaled 社の PIN OLED 技術と出力

結合材料(outcoupling materials)をベースとした高効率 OLED。 

                                                 
注1 http://oled100.eu/homepage.asp 
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 無機 LED に匹敵する 100,000 時間という OLED の長いライフタイムを実証した

Novaled 社のノウハウによる長寿命 OLED。 
 光源としての OLED に対する顧客の嗜好や、許容に関する顧客満足度のケーススタデ

ィ。 
 基板構造化に用いるスクリーン印刷技術のような、コスト効率の高い技術に重点を置

いた製造プロセスの産業化シナリオおよびコスト計算 
 International Commission on Illumination CIE の研究の基準のベースとして現時点

で使用予定である OLED の測定手順の標準化に関する研究。  
 
今日 OLED100.eu は、大面積の OLED 照明を初めて提供するが、これは、33x33cm2 

の OLED タイル 9 枚から成り、店舗の照明用に最適化された輝度分布となっている。 
 
 ｢OLED100.eu研究コンソーシアムは、将来的にも照明用OLED技術において、欧州が先

導的な役割を果たすことを確実にする上で、不可欠な要素を果たしてきた｣と、Philips 
Research Aachen注2の上席研究員であり、OLED100.euのプロジェクトマネジャーである

Dr.Stefan Grabowski氏は言う。OLED100.euの研究成果は、OLED技術がさらに受け入

れられることに貢献するだろう。このプロジェクトで我々は、エンドユーザーの嗜好をよ

り理解し、測定方法の標準化による比較可能性の向上、優れたOLEDを得ることができた。 
 
無機 LED と同様に OLED は、電流を光に変換する半導体デバイスである。無機 LED

はポイント照明源であるが、OLED は、広い領域で発光する。OLED は、基板上に蒸着さ

れたさまざまな有機材料から成り立っている。発光領域は、ヒトの髪の毛よりも細く、約

400 ナノメートルに過ぎない。オフ状態では、OLED は鏡のような自然な白か、透明にで

きる。 
 
 
 
 
 
 

                                                 
注2 Philips Research Aachen ：http://www.research.philips.com/profile/locations/route-de.html 
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図 1：OLED100.eu の OLED 照明。9 枚の OLED タイル(各 33x33cm2)から成り、店舗の用途に 

応じた照明用にデザインされている。 
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   図 2：OLED タイルとその配置スタイルは、ディスプレイ用展示物に照明が均一に当たるよう最適化 
されている。 
 

 
図 3：OLED タイル(33×33 cm2)の近接写真 
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OLED100.eu のあらまし 

 

OLED 技術の開発を促進するための欧州の統合研究プロジェクトである OLED100.eu
の活動は、2008 年 9 月 1 日から 2011 年 8 月 31 日まで行われた。欧州の一般照明産業に

役立つ、有用なOLED技術の用途のための技術的基盤の形成に寄与するため、総予算 1,995
万ユーロの内、1,250 万ユーロが EC の第 7 次フレームワークプログラムから資金提供さ

れた。 
 
OLED100.eu 研究コンソーシアムのパートナー一覧 

 
 Bartenbach LichtLabor Gmb、オーストリア 
 European Photonics Industry Consortium (EPIC)、仏 
 Evonik Degussa GmbH、独 
 Fraunhofer Institut für Photonische Mikrosysteme (IPMS)、独  
 Microsharp Corporation Limited、UK 
 Novaled AG、独 
 Océ Technologies B.V.、オランダ 
 OSRAM、独 
 Philips Technologie GmbH, Business Center OLED Lighting – Lumiblade、独  
 Philips Technologie GmbH Forschungslaboratorien、独 
 Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)、独 
 Saint-Gobain Recherche S.A.、仏 
 Siemens AG、独 
 Technische Universität Dresden, Institut für Angewandte Photophysik (IAPP)、独 
 Universiteit Gent、ベルギー 

 
 

OLED タイルの技術仕様： 
 

 サイズ：33 x 33 cm2 
 照明領域：828cm2 
 駆動電圧および電流：45 V / 250 mA 
 輝度：1000 cd/m2 
 照明効率：27 lm/W 
 ライフタイム：10,000 時間(50%輝度減少) 
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この研究プロジェクトの詳細については、以下のサイトから参照できる。 
www.oled100.eu 
  

プロジェクト情報に関する問い合わせ先： 
Dr. Stefan P. Grabowski 
Philips Technologie GmbH Forschungslaboratorien 
Tel: +49-(0)241-6003-380 
E-Mail: Stefan.Grabowski@philips.com 
 

 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 原田 玲子） 
 
出典：本資料は以下の記事を翻訳したものである。 
“European research project OLED100.eu on new lighting technology successfully 
finalized”（http://www.novaled.com/news/2011_11_23_pr.html） 
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(資料 10) 
 
【再生可能エネルギー(バイオマス)・バイオ技術】RNA デバイス CAD 遺伝子操作 
 
仮訳 

 
RNA 制御に CAD を活用（米国） 

RNA 制御システムを遺伝子操作できる CAD ツールを JBEI が開発 
 
 何百ものトランジスタを積層した集積

回路の作成を可能にしたコンピュータ支

援設計(CAD)ツールがそのうち、生物化

学分野にお目見えするかもしれない。 
DOE の Joint BioEnergy Institute ：

JBEI(バイオエネルギー共同研究所)の
研究者たちが、微生物の遺伝子発現を制

御する生体成分すなわち｢RNA注1デバイ

ス｣の操作を可能にする、CADタイプの

モデリングおよびシミュレーションツー

ルをRNA分子向けに開発した。 
 
｢生物学上のシステムでは、機能上の複

雑さが多重スケールで示されるため、特

定のニーズに合うように、微生物制御シ

ステムをより大規模に、より複雑に操作

できる有効な設計ツールを作れるかどう

かが大きな懸案事項となっている｣と、JBEI のディレクターで、合成生物学および代謝工

学の権威である Jay Keasling 氏は述べ、こう続けた。 

JBEI の研究者たちは、RNA 成分の操作が行える

CAD ツールを開発した。これにより、最先端バイ

オ燃料の微生物を利用した生産や、現在、石油化

学薬品から作られているその他の商品にとって、

極めて大きな将来性が見込まれる。（画像提供：バ

ークレー研究所、Zosia Rostomian 氏） 

｢我々の研究により、細胞の遺伝子情報を処理し、莫大な量の遺伝子の発現をプログラミン

グできる複雑なRNAをベースとしたシステム操作が可能なCADプラットフォーム開発の

基盤を確立する。また、これはおそらくより一層重要なことだが、我々は RNA の機能に

関する研究のフレームワークを提供し、バイオ化学上の生物物理学的なモデリングを活用

して、綿密な設計による生物学的な遺伝子操作の戦略を策定できる将来性を実証したの

だ。｣ 
 

Lawrence Berkeley National Laboratory(Berkeley Lab) と University of 

                                                 
注1 RNA：ribo nucleic acid(リボ核酸) 
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California(UC) Berkley校の職も兼務するKeasling氏は、この研究内容を｢Science注2｣誌に

掲載した論文の著者である。論文のタイトルは｢Model-driven engineering of RNA devices 
to quantitatively-program gene expression.(定量的遺伝子発現に向けたモデル駆動型

RNAデバイスの遺伝子操作)｣で、共同執筆者には、James Carothers、Jonathan Goler、
Darmawi Juminagaの各氏が名を列ねている。 
 

合成生物学は新興の化学分野であり、

ここでは、分子、遺伝子回路や細胞な

どの新しい生体デバイスの設計、構築、

あるいは微生物などの既存の生体シス

テムの再設計、遺伝子操作が行われる。

目指すものは主に、シンプルで低コス

トかつ再生可能な出発物質から持続可

能な方法で有益な化学製品を作ること

である。その他の遺伝子操作領域と同

様に、ローカルな成分の挙動をベース

とした全体的な機能のミュレーション

や設計のための CAD ツールは、複雑

な生体デバイスやシステムの構築には

不可欠である。しかし、この研究が行

われる以前には、生物学用の CAD タ

イプのモデルやシミュレーションツー

ルは、極めて限られていた。 

Jay Keasling(左)氏と James Carothers 氏は、代謝経

路を操作して、クリーンでグリーンな最先端バイオ燃

料の生産を増やすのに役立てるため、RNA の CAD タ

イプモデル・シミュレーションを使用している。 
(写真提供: Berkeley Lab、Roy Kaltschmidt 氏) 

 
｢関連性のある設計パラメータの特定と、期待される成分挙動の影響を受ける範囲の決定が、

その他の遺伝子操作領域向け CAD ツールの開発段階において重要なステップとなってき

ている｣と、Science 誌に掲載された論文の筆頭著者である生物学者で、JBEI および

California Institute for Quantitative Biosciences(カリフォルニア数量バイオサイエンス

研究所)における Keasling 研究グループのメンバーである Carothers 氏は述べ、こう続け

る。｢RNA をベースとした遺伝子制御システム設計を行うための CAD タイプのシミュレ

ーションツールやモデリングツールを開発するために、機能的な複雑さを管理するための

汎化が可能な遺伝子操作戦略をとったのだ。最終的には、さらに確立した遺伝子操作領域

で見られるツールに対抗できる、合成生物学向けの CAD プラットフォームの開発を望ん

でいる。そしてこの研究は、その方向性において重要な、技術的かつ概念上のステップで

あると我々は考えている。｣ 
 

Keasling 氏、Carothers 氏とその共同執筆者たちは、複雑な 3 次元の形状に折りたたむ

                                                 
注2 http://www.sciencemag.org/ 
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ことができる、リボザイムやアプタザイムと呼ばれる RNA シーケンスへの、独自の設計

に基づいたアプローチに注力した。タンパク質のように、リボザイムやアプタザイムは、

代謝産物を結びつけ、反応を促し、バクテリア、イースト、哺乳類の細胞内の遺伝子発現

を制御する役割を果たすことができる。 
 

RNA の折り畳みの生化学機能の機械的なモデルと動的な生物物理学的なシミュレーシ

ョンを使用して、試験管内、生体内、コンピュータを用いた特性を示す成分から、定量的

に予測できる機能を持つリボザイム、アプタザイムのデバイスが作られた。次に、このモ

デル・設計戦略は、大腸菌バクテリアのための 28 個の遺伝子発現デバイスを作ることに

よって実証された。テストを行ってみると、これらのデバイスの遺伝子発現レベルは、予

測値と実測値とで 94%の相関と、極めて良く一致した。 
 

｢システム機能のシミュレーションに必要な詳細データを把握するには十分に洗練され

ているが、成分の特性を計測して調整できる、つまり、デザインを変更できるといった観

点から、シンプルなモデルを作る必要があったのだ｣と Carothers 氏は述べ、こう続けた。

｢化学エンジニアが、バルブにより流動体の流れを制御するノブを回して化学工場の操業を

調整するのと同じように、予測通りに変更可能なシステム部位として、デザインの変数を

考えている。我々の研究では、ノブの回転の代表的なものは、折り畳まれた RNA やリボ

ザイム触媒反応の具体的な動的条件であり、我々のモデルは、これらのノブの回転の組み

合わせによって、全体のシステム機能にどのように影響するかを我々に示すことが求めら

れる。｣ 
 

JBEI の研究者たちは現在、微生物由来燃料の生産量を増加させる代謝経路操作にそれ

らを用いているリボザイムやアプタザイムのデバイスと同様に、RNA 制御の CAD タイプ

のモデルやシミュレーションを使用している。JBEI は、クリーンでグリーンな再生可能

バイオ燃料の商業規模の生産を可能にする技術の開発を進めるために DOE の Office of 
Science(科学技術局)によって設立された 3 つの DOE Bioenergy Resesarch Centers(DOE
のバイオエネルギー研究センター)の 1 つである。 JBEI の成功への鍵は、リグノセルロ

ース系バイオマスを消化でき、今日のエンジンに使用されているガソリン、ディーゼル燃

料、ジェット燃料に代わる輸送燃料を糖から合成する微生物の遺伝子操作にあるだろう。 
 
｢最先端バイオ燃料に加えて、従来の有機化学技術を用いた場合には低コストかつ高歩

留まりの生産が難しい再生可能原料から化学物質を生産するための、微生物の遺伝子操作

に関する研究も行っている｣と Carothers 氏は述べている。 
 
JBEI でこれまでに開発された RNA モデルおよびシミュレーションでは、全ての RNA 

CAD プラットフォームに十分ではないが、Keasling 氏、Carothers 氏と、その共同執筆

者たちは、この目標に向けた研究を進めている。 
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｢RNA 制御システムのエキスパートになりたいわけではないが、我々の研究方法や RNA
デバイスを自分たちの研究に活用したいと考える研究者たちが、我々が開発したモデルや

シミュレーションツールを、さらに利用しやすいものにしようという積極的な試みも行っ

ている｣と、Carothers 氏は述べた。 
 

JBEI での研究は、大腸菌と微生物による最先端バイオ燃料の生産に焦点を絞ったもの

であるが、Science 誌に掲載された論文の著者たちは、自分たちの研究コンセプトは、哺

乳類のシステムや細胞に機能をプログラミングするのにも利用できるのではないかとも考

えている。 
 
｢我々は最近、糖尿病やパーキンソン病などの病気を治療に、培養した幹細胞を用いる

再生式の薬物療法の安全性と効果を高めるために我々が開発した RNA を用いた遺伝子制

御システムの操作方法についての研究を行う研究プロジェクトをスタートさせたのだ｣と 
Carothers 氏は述べた。 
 
この研究の一部は、JBEI を通して DOE の Office of Science から、また Synthetic 

Biology Engineering Research Center (SynBERC) を 通 し て National Science 
Foundation からの承認を得ることで支援を受けている。 
 

JBEIは、DOEのOffice of Scienceによって 2007 年に設立された 3 つのBioenergy 
Research Centers (バイオエネルギー研究センター)の 1 つである。これは、Berkeley Lab
主導の科学研究のパートナーシップであり、Sandia National Laboratories(サンディア国

立研究所)、University of California(カリフォルニア大学)のBerkeley校、Davis校、

Carnegie Institution for Science(カーネギー研究所), Lawrence Livermore National 
Laboratory(ローレンス・リバモア国立研究所) が参加している。DOEのBioenergy 
Research Centers は、基礎的な科学研究のブレイクスルーを追及する分野横断的な、多

くの施設の研究チームを支援している。このような研究は、セルロース系バイオ燃料や、

食料品以外の植物の繊維を原料とした全国レベルでコスト効率に優れたバイオ燃料を生産

するために必要とされている。 
詳細については、以下のサイトを参照のこと。 
www.jbei.org 
 

Lawrence Berkeley National Laboratory（ローレンス・バークレイ国立研究所）は、

持続可能エネルギーの研究を進め、人の健康を守り、新材料を作り、宇宙の起源や終焉を

解明することで、世界的に火急の科学研究課題に取り組んでいる。 
カリフォルニア大学は、DOE の Office of Science に代わり Berkeley Lab のマネージメ

ントを行っている。詳細については、以下のサイトを参照のこと。 
www.lbl.gov. 

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1081, 2012.1.25

68

http://www.jbei.org/
http://www.lbl.gov/


DOE の Office of Science は、物理科学の基礎的研究をサポートする米国で唯一の最大支

援組織であり、現代で最も最優先すべき課題の一部に取り組むべく、研究を行っている。

詳細については、以下のサイトを参照のこと。 
http://science.energy.gov/ 
 
 
追加情報： 
 
Jay Keasling 氏の研究の詳細は、以下のサイトを参照のこと。 
http://keaslinglab.lbl.gov/ 
 
California Institute for Quantitative Biosciences の詳細は、以下のサイトを参照のこと。 
http://qb3.org/ 
 
SynBERC の詳細は、以下のサイトを参照のこと。 
http://www.synberc.org/ 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 原田 玲子） 
 
出典：本資料は、Berkeley Labの以下  ”CAD for RNA”の記事を翻訳したものであ

る。http://newscenter.lbl.gov/news-releases/2011/12/22/cad-for-rna/ 
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