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(1094-1) 
【燃料電池・水素エネ(蓄電池)】  

多孔質シリコンナノ粒子 多孔質シリコンナノワイヤー 

 

 
仮訳 

 
南カリフォルニア大学が安くて強いリチウム蓄電池を開発(米国) 

By Robert Perkins  
2013 年 2 月 13 日 

 
 

南カリフォルニア大学 (University of 
Southern California: USC)の研究者らは、

従来のグラファイトアノードに代わり多孔

質のシリコンナノ粒子を使用して、より優

れた性能を提供する新しいリチウムイオン

蓄電池を開発した。 
 
携帯電話からハイブリッドカーまでさまざ

まな用途が期待されるこの新しい蓄電池は、

グラファイトを使った蓄電池に比べて 3 倍

の量のエネルギーを保持し、10 分以内に充

電を完了する。この蓄電池は現在仮特許を

取得しており、今後 2～3 年で実用化され

るだろう。 
 
 この蓄電池を開発した研究チームを率いる USC Viterbi School of Engineering の
Chongwu Zhou 教授は、「これはエキサイティングな研究です。次世代のリチウムイオン

蓄電池の設計への道を切り開いたのです。」と述べる。 
 

Zhou 教授は、USC の大学院生である Mingyuan Ge 氏、 Jiepeng Rong 氏、 Xin Fang
氏、Anyi Zhang 氏、および中国の浙江大学(Zhejiang University)の Yunhao Lu 氏と共同

で研究を実施した。この研究は 1 月に Nano Research 誌に掲載された。 
 
 
 

 

写真左は小瓶に入っているシリコンナノ粒子、右

はシリコンナノ粒子の拡大写真（写真：Mingyuan 
Ge 氏および Chongwu Zhou 氏） 
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 研究者らは長い間、安価で優れた能力を持つ可能性のあるシリコンを蓄電池のアノード

に利用しようと試みてきた（アノードは電流が蓄電池に流れ込むところで、カソードは電

流が流れ出るところ）。 
 
 基本的に小さな板材である、これまでのシリコンアノードのデザインでは、充放電サイ

クル中の膨張と収縮の繰り返しによって壊れてすぐに使えなくなってしまうことがこれま

での課題となっていた。 
 
 昨年、Zhou 教授の研究チームは、直径が 100 ナノメートルを下回り、長さが数ミクロ

ンの多孔質のシリコンナノワイヤーを試した。 
 
 ナノワイヤーの微細な孔は、シリコンが壊れることなく膨張・収縮するのを可能とし、

同時に表面積を拡大する。それによりリチウムイオンが蓄電池内でより速く拡散し、蓄電

池の機能を向上させる。 
 
 蓄電池は十分に機能したが、ナノワイヤーは大量生産が難しい。この課題の解決に、Zhou
教授の研究チームは低廉に入手が可能な極小のシリコンナノ粒子を採用し、ナノワイヤー

のそれと同様な孔をエッチングで施した。このナノ粒子はナノワイヤーと同様に機能し、

どのような量でも生産できる。 
 
 このシリコンナノ粒子蓄電池では、現時点では、ちょうど 200 サイクルまでの充電に耐

えているところである（グラファイトでは、平均 500 サイクルまで耐える）が、研究チー

ムが以前に行ったシリコンナノワイヤー蓄電池では 2,000 サイクルまで耐えた。このこと

は、昨年 4 月に Nano Letter 誌に掲載されている。 
 
 ナノ粒子のさらなる開発により蓄電池の(充放電サイクル)寿命が延長されるだろうと、

Zhou 教授は言う。 
 
 「私たちが用いる簡単な方法が、近い将来に蓄電池アプリケーションに大きな影響を与

えると思います。」と、同教授は続ける。 
 
 この研究チームによる今後の研究では、革新的なデザインの蓄電池を開発するために、

多孔質シリコンナノワイヤーや多孔質シリコンナノ粒子と相性の良い高性能の新しいカソ

ード材料の発見に重点的に取り組む予定である。 
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 この研究には、USC Viterbi により資金が提供された。 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子） 
 
 
出典：本資料は、米南カリフォルニア大学(University of Southern California)の以下の記

事を翻訳したものである。 
“Cheap, strong lithium-ion battery developed at USC” 
(http://news.usc.edu/#!/article/46778/cheap-strong-lithium-ion-battery-developed-at-us
c/) 
（Used with permission of University of Southern California） 
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(1094-2) 
 
【情報通信(ユーザビリティ)】 多色発光 液体処理プロセス 

 
仮訳 

シリコン･ナノ結晶 LED からの光(独) 
KIT の研究者が重金属を使わない多色 LED を開発 

2013 年 2 月 13 日 

 
液体処理プロセスによる SiLEDs: シリコン･ナノ結晶のサイズを変えることで、発光色が変化する。 
(写真: F. Maier-Flaig, KIT/LTI) 
 
 

シリコン･ナノ結晶は数ナノメートルのサイズながら、高い発光力を持っている。こ

のほど、KIT(独のカールスルーエ工科大学)とカナダのトロント大学の研究者が、高効

率なシリコンベース発光ダイオード(SiLEDs)の製造に成功した。これらは重金属を使

用することなく、様々な色を発色することできる。化学者、材料研究者、ナノ科学者、

光電子工学の専門家によるチームが、この開発を Nano Letters 誌(DOI:10.1021/ 
nl3038689)に発表した。 
 

シリコンはマイクロエレクトロニクスや太陽電池産業を席巻しているが、長い間、発

光ダイオードには適していないと考えられていた。しかし、ナノスケールの次元におい

ては違うようだ。微小なシリコン･ナノ結晶は発光できるからだ。これらのナノ結晶は

数百から数千の原子によって構成されており、高効率の発光体として高い潜在力を持つ

ことが、KIT の Uli Lemmer 教授と Annie K. Powell 教授、並びにトロント大学の

Geoffrey A. Ozin 教授のチームによって実証された。共同プロジェクトにおいて、科学

者たちはシリコン･ナノ結晶から高効率の発光ダイオードを製造することに成功した。 
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これまで、シリコンの発光ダイオードの製造は、赤色可視スペクトル領域と近赤外線

に限られていた。赤色を発光するシリコン･ダイオードの効率に関しては、カールスル

ーエの研究者は既に世界のトップにある。「多色発光するダイオードの製造は、非常に

斬新なことです。」と語るのは KIT の光技術研究所(Light Technology Institute:LTI)
の研究者で、カールスルーエ光学フォトニクス学部(Karlsruhe School of Optics and 
Photonics:KSOP)の博士課程の学生である Florian Maier-Flaig 氏。特に、KIT の科学

者たちは、ナノ粒子をサイズ毎に分けることで、ダイオードが発光する色を調整してい

るのだ。「加えて、我々の発光ダイオードは、今までにない驚異的な長時間の持続性が

あります。」と Maier-Flaig 氏は述べている。作動部品の耐用年数が延びたのは、ワン

サイズのナノ粒子だけを使用したことによる。これにより、高感度な薄膜フィルム部品

の耐久性が増大し、特大サイズの粒子による短絡はなくなった。 
 

カールスルーエとトロントの研究者によるこの開発は、発光領域における均質性に着

目したことでも特徴づけられる。KIT の研究者は、このようなデバイスを製造するノウ

ハウを持つ世界でも数少ないチームである。「幅広い分野において、低コストで提供さ

れる可能性がある液体処理プロセスによるシリコン LED によって、ナノ粒子のコミュ

ニティは今まで予想もしなかった可能性を伴った、新たな領域に入りました。恐らく、

半導体部品について、教科書を書き換えなければならないでしょう。」と、KIT の機能

的ナノ構造センター(Center for Functional Nanostructures:CFN)で、現在 KIT の卓越

した主任研究者として働く Geoffrey A. Ozin 氏と述べている。 
 

また、SiLED は重金属を含まないというメリットがある。他の研究者グループによ

って使用されているセレン化カドミウムや硫化カドミウム、硫化鉛と比べて、このグル

ープが発光ナノ粒子用に使用するシリコンは無害であり、さらに、低コストで地球上に

極めて豊富に存在する。数多くのメリットにより、SiLED は他のパートナーとも協力

してさらに開発が進むことだろう。 
 

Florian Maier-Flaig, Julia Rinck, Moritz Stephan, Tobias Bocksrocker, Michael Bruns, Christian 

Kübel, Annie K. Powell, Geoffrey A. Ozin, and Uli Lemmer: Multicolor Silicon Light-Emitting Diodes 

(SiLEDs). In: Nano Letters. DOI: 10.1021/nl3038689  

 
カールスルーエ工科大学(KIT)は、バーデン･ヴュルテンベルク州制定による公共団体

であり、大学としての使命とへルムホルツ協会の国立研究センターとしての使命を遂行

している。KIT は研究、教育、革新という課題の知識トライアングルに焦点を当ててい

る。 
翻訳：NEDO（担当 総務企画部 勝本 智子） 
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出典：本資料は Karlsruhe Institute of Technology の以下の記事を翻訳したものであ

る。 
“Light from Silicon Nanocrystal LEDs” http://www.kit.edu/visit/pi_2013_12623.php 
（Used with permission of Karlsruhe Institute of Technology） 
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(1094-2-(1)) 
 
【情報通信（ユーザビリティ）】 
 
仮訳 
 

色とりどりのシリコン発光ダイオード(SiLEDs)(ドイツ) 

 
アブストラクト 

私たちは、粒径サイズごとに分離させたシリコンナノ結晶(ncSi)を発光材料として用い

た、高効率なエレクトロルミネッセンスを提供する。非常に細かな単一サイズごとに分

離させたナノ粒子を操作することで、深紅から黄色がかったオレンジ色までのスペクト

ル領域で発光色を変えることが可能である。1.1%に及ぶ高い外部量子効率と共に低い

順電圧(low turn-on voltage)が赤色の発光領域において得られた。さらに、私たちはサ

イズごとに分離された ncSi がデバイスの耐用年数、および駆動電圧に対する発光波長

の弱い感度を飛躍的に改善できることを実証した。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 望月 麻衣） 
 

出典：本資料は、科学雑誌 Nano Letters の以下の記事を翻訳したものである。 
“Multicolor Silicon Light-Emitting Diodes (SiLEDs)” 
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nl3038689 
(Reprinted with permission from “Multicolor Silicon Light-Emitting Diodes 
(SiLEDs)”. Copyright (2013) American Chemical Society.) 
（Used with permission of American Chemical Society） 

 

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1094, 2013.4.17

7

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nl3038689


(1094-3) 
【新エネルギー(太陽エネ)】  

室温下での Si 表面不活性化 有機質層

                   

仮訳 
 

A cooler way to protect silicon surfaces 
New room-temperature process could lead to less expensive solar cells and other electronic devices 

Written by David L. Chandler, MIT News Office 

MIT News 
 

シリコンの表面を保護するもっとクールな方法を開発（米国） 

新しい室温での加工法が太陽電池や電子デバイスのコスト削減を可能に 

2013 年 2 月 13 日 
 

 
 マサチューセッツ州 ケンブリッジ – コンピュ

ーターの電子チップから太陽電池のハイテクデバイ

ス用の材料であるシリコンは、それらのデバイスで

利用する前に表面のコーティングを必要とする。こ

のコーティングは材料を「パッシベート（表面不活

性化）」し、その電気特性を損なう酸化を避けるため

に緩んだ原子結合をしっかりと結びつけるものだ。

しかし、このパッシベーションのプロセスでは熱と

エネルギーを大量に消費するためコストが高くなり、

デバイスに利用できる材料の種類が限られている。 
 
 そこで、マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究チ

ームは、太陽電池生産や他のシリコンベース技術にと

ってかなりの朗報となる、室温下でのシリコン表面不

活性化処理(パッシベーション)の方法を開発した。 
 
 MITの大学院生であるRong Yang氏、エンジニアリ

ン グ の 教 授 で あ る Karen Gleason 氏 と Tonio 
Buonassisi氏によるこの研究結果は、先日 Advanced Materialsにオンライン掲載された。 
 
 

（Ctrl+クリックで画像を拡大） 
コンピューターの電子チップや太陽

電池に利用されるシリコンウェーハ

ー（灰色の扇形のもの）は、ワイヤー

が熱され、ポリマー材料を気化して表

面のコーティングのために蒸着する

蒸着プロセスで表面処理、つまり「パ

ッシベート」される。 

写真：Felice Frankel 
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 従来、シリコンの表面はシリコン窒化膜のコーティングでパッシベートされているが、

このプロセスではデバイスを 400℃まで加熱する必要があると、MIT Chemical 
Engineering の Alexander and I. Michael Kasser Professor である Gleason 教授は説明

する。これに対し Gleason 教授の研究チームによるプロセスでは、300℃に熱したワイヤ

ー上で有機蒸気を分解するもので、シリコン自体の温度は決して 20℃、つまり室温を超え

ることはない。これらのワイヤーの加熱に必要なエネルギーは一般的な電球を照らすもの

よりも少ないため、このプロセスのエネルギーコストはかなり低いものとなる。 
 
 従来のシリコン窒化膜パッシベーションは、太陽電池やその他のデバイスに使用するシ

リコン加工工程において「より高価で、より困難なプロセスの一つである」と、mechanical 
engineering の準教授である Buonassisi 氏は説明する。「従って、シリコン窒化物の機能

の一部分を単純化した強力な有機質層で代替することには、大きな成功の可能性がありま

す。」と、同教授は続ける。 
 
 
重要なプロセス 

 
 パッシベーションは大変重要なプロセスである。これ無しではシリコンが空気に触れる

や否やその表面が酸化してしまい、太陽電池としての性能を妨げる。「数分の内に酸化しま

すよ。」と、Yang 氏は言う。これに対し、MIT 研究チームは新しいポリマーコーティング

を施したシリコンチップの酸化について 200 時間超の試験を実施し、その性能において劣

化がまったくないことを観察した。「電気特性が変化しなかったのです。」と、同氏は述べ

る。 
 
 低い温度でのシリコンチップのプロセスが可能であるということは、従来のコーティン

グプロセスの高温度では破壊されてしまう有機化合物、つまりポリマーなどの材料との組

合せも可能であることを意味している。これにより、例えば特定の生体分子と反応する化

合物との結合によるバイオセンサーなどの、シリコンチップの新たな利用法も可能となる。

「シリコンに DNA やタンパク抗体が移植されています。」と、Yang 氏は言う。 
 
 
省エネ化 

 
 シリコン太陽電池製造に消費するエネルギーは、あらゆるコストの削減により他の電力

源との競争力が向上することから重要な懸案事項である。この新しい低温プロセスにより

製造コストはかなり低減されるだろうと、MIT の研究者らは言う。 
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 この新しいプロセスにはまた、太陽電池の全体の効率を向上させる反射防止コーティン

グを提供するという追加的な便益があると、研究チームは言う。 
 
 従来のプロセスと新しいプロセスは、どちらも真空中で処理される。液体反応物質が蒸

発し、シリコン表面に吸着・反応する。この吸着ステップは、シャワーを浴びた後に寒い

風呂場の窓が曇るのと同じものである。 
 
 この新しいプロセスは、従来の太陽電池のサイズへと簡単にスケールアップできると

Gleason 教授は言う。さらに、このプロセスに利用する材料は商業的に入手が可能である

ため、このプロセスの商業生産への利用は比較的早いものとなるだろう。 
 

Bunassisi 教授は、パッシベーションと反射防止コーティングを施す機器を含めて製造

機器のコスト低減については、「電力グリッドの競争力を広く行き渡らせるために太陽電池

モジュールの価格を低減させるのに必要な 3 項目のうちの一つである」と説明する（他の

2 項目は、効率性の向上と使用材料量の低減）。MIT 研究チームが次に採るステップは、

この新プロセスを研究室レベルから商業化につながる生産レベルへと引き上げることであ

ると、同教授は言う。 
 

 これを達成するために対処する課題は原子レベルにあると、具体的には有機コーティン

グ材料とシリコン間の接合部の結合が堅固なことを確実にすることにあると、Bunassisi
教授は説明する。試験結果によれば、研究チームが開発した新プロセスはこの課題を克服

していると、同教授は述べる。研究チームはコーティングに特定のポリマーを使用してい

るが、他の有機材料を使用することもできる。 
 
 この研究は、Eni-MIT Allicance Solar Frontiers Program の下、イタリアのエネルギー

供給会社である Eni S.p.A により資金提供を受けた。 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子） 
 
 
出典：本資料は、マサチューセッツ工科大学(MIT)の以下の記事を翻訳したものである。 
“A cooler way to protect silicon surfaces” 
（http://web.mit.edu/press/2013/a-cooler-way-to-protect-silicon-surfaces.html） 
（Used with permission of Massachusetts Institute of Technology） 
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(1094-4) 
【新エネルギー(太陽エネ)】【ナノテク・材料(ナノテク)】  

単一層グラフェン キャリア倍増 

ポンプ・プローブ法 

仮訳 
 

ICFOの科学者らが光を電気に変換する 
グラフェンの高効率性を実証（スペイン） 

2013 年 2 月 25 日 
 
 グラフェンの驚くべき特性は多くあるが、スペインの

Institute of Photonic Sciences (ICFO)の研究者による米・マ

サチューセッツ工科大学(MIT)、独・マックスプランク高分

子研究所(Max Planck Institute for Polymer Research)およ

びGraphenea S.L.社との共同研究で新たな発見に関する論

文がNature Physicsに掲載された。論文では、グラフェンが

吸収する単一光子を多数の励起電子へと変換できること、そ

して光子のエネルギーが高いほど、作られる励起電子の数が多いことを実証している。こ

れらの光励起電子は電流を流せるため、励起電子の数を増やすことがエネルギー損失の大

幅な低減を伴う光の捕獲の重要な要素である。さらに、広帯域での吸収と励起キャリア増

倍 (hot-carrier multiplication)注の組合せにより、グラフェンが太陽光の全てのスペクト

ルのエネルギーを電力に効率的に変換することを可能とさせる。 
 
 この実証実験は、超短時間分解能を有するポンプ・プローブ法を用いて実施された。既

知数の吸収された光子（の個数）と光子（が有する）エネルギー（即ち、当該光の色スペ

クトルに応じて異なる）で単一層のグラフェンを励起し、その結果発生した励起電子の分

布をテラヘルツのパルスで測定した。その結果、一定の吸収光子数に対して、低い光子エ

ネルギー(例：赤外光)に比べ高い光子エネルギー(例：紫光)では励起電子の数が多くなるこ

とを発見した。光子エネルギーと励起電子の数とのリニアスケーリングが、グラフェンは

高効率で光エネルギーを電気に変換していることを示した。 
 
「グラフェンが太陽光スペクトルの多くを吸収できることは知られていますが、今回、グ

ラフェンが一旦光を吸収すると、そのエネルギー効率は大変高いことがわかりました。私

たちの次なる課題は、電流を抽出する方法の発見とグラフェンによる吸収を向上させるこ

とです。これらが達成できれば、効率的に太陽光発電による電力を生産できるグラフェン

注 キャリア増倍(carrier multiplication)：1 個ｎ光子が複数個の電子を生成する現象。 
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デバイスの設計が可能となるでしょう。」と、（論文の共同著者である）Tielrooij 氏と

Koppens 氏は言う。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子） 
 
 

出典：本資料は、スペイン、The Institute of Photonic Sciences (ICFO)の以下の記事を翻

訳したものである。 
“ICFO scientists show that graphene is highly efficient in converting light to 
electricity” 
（http://www.icfo.eu/newsroom/news2.php?id=&id_news=1884&subsection=1）  
(Used with Permission of the Institute of Photonic Sciences) 
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(1094-4-(1)) 
 
【新エネルギー(太陽エネルギー)】 
【ナノテク・材料（ナノテク】 
 
仮訳 
 

画期的なグラフェンベースのデバイスが 
光に対して超高感度を発揮することが判明：(スペイン) 

 
ナノ結晶を用いた光センサーとグラフェンの超高電導性を組み合わせた画期的

技術が秘める大きな可能性 

 
 
 グラフェンや量子ドット光電子工学の専門知識をもつ ICFO(The Institute of 
Photonic Sciences)の研究グループが、光検出に関するブレークスルーを報告した。こ

の発見が超高感度で低コストの光検出器開発に多大な影響力を及ぼし、リモートセンシ

ングや計測学、バイオ医療画像や暗視も含む幅広いイメージングアプリケーションが実

現すると見込まれる。報告されたハイブリッドデバイスは低コスト材料で出来ており、

既存のシリコン技術と組み合わせることが可能である。さらに、堅いもの、フレキシブ

ルなもの、結晶構造のもの、アモルファス構造のもの等、様々な種類の基板に容易に搭

載させることも可能である。 
 
 光センサーとビデオ画像は、今日の

数ある先端技術アプリケーションの中

で中心に位置している。写真撮影に使

われる一般的なカメラに加え、食品や

薬品の監視、環境モニター、暗視技術

を含む自動車視覚システム等、ハイテ

ク安全安心アプリケーションは大きな

市場となっている。低コストで超高感

度の光検出器の中でも、特に肉眼で見

ることができない光(赤外線など) に対

するセンサーは、物理学者やエンジニ

アにとって差し迫った課題であった。 
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 2012 年 5 日 6 日の Nature Nanotechnology に発表した学術研究レターにおいて、

ICFO は可視光や赤外線に高感度を示す新たなハイブリッド光センサーを開発したと

公表している。このデバイスは、超薄膜構造でフレキシブルな導電性を有するグラフェ

ンと、幅広い波長帯を吸収することが可能な半導体ナノ材料であるナノ結晶(コロイド

状量子ドット)で構成されている。このグラフェンとナノ結晶の組み合わせによって、

今日における既存のグラフェン光センサーの数 10 億倍を超える感度を持ったデバイス

の製造がもたらされた。 
 

Frank Koppens 教授：「グラフェンは高感度化や新バイブリッドデバイスの高

機能化にとって理想的な材料です。この画期的な光検出デバイスは光電子工学

の大変革のまだほんの始まりにすぎません。」 
 

Gerasimos Konstantatos 教授：「量子ドットが必要に応じた高い光吸収力をも

つグラフェンに対して非常に効果的なフォト増感作用を持つことが明らかに

なり、また、グラフェンの電子特性が相乗的に発揮されたことで、より高感度

なセンサー実現への道が開かれています。」 
 
 
 
 
アドバンスオンライン出版： 

Hybrid graphene-quantum dot phototransistors with ultrahigh gain.  
著者 G. Konstantatos 氏、M. Badioli 氏、L. Gaudreau 氏、J. Osmond 氏、M. 
Bernechea 氏、P. Garcia de Arquer 氏、F. Gatti 氏、F. H. L. Koppens 氏 
DOI 10.1038/NNANO.2012.60 
 
 
 
 
ICFO について： 
 
 ICFO(The Institute of Photonic Sciences)は 2002 年にカタルーニャ自治州政府とカ

タルーニャ工科大学によって設置された。ICFO は次の 3 つの目標を持った光科学技術

のための研究拠点(center of research excellence)である：最先端研究の実施、次世代の

科学者および技術者の育成、知識や技術の継承。 
 

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1094, 2013.4.17

14



 ICFOの研究は健康、再生可能エネルギー、情報技術、安全保障、産業プロセスその

他の分野への応用に向けたプログラムを設け、光に関する科学技術の最先端をターゲッ

トとしている。研究センターには現在 250 人以上の研究者や博士課程の学生が、60 種

類以上の研究所で研究を行っている。バルセロナ都市部のMediterranean Technology 
Parkにある 14,000m2のビル内に全ての研究グループと機関が入っている。 
 
 ICFO の研究者たちは最も名誉ある雑誌に成果報告を行い、世界中の幅広い分野の企

業と協力関係を結んでいる。本機関は研究者たちによるスピンオフ企業の設立も積極的

に推進している。 
 
 ICFO は国際的な研究拠点ネットワークプロジェクトに数多く参加しており、バルセ

ロナの Fundación Privada Cellex(セレックス民間財団)が資金援助する NEST プログ

ラムの主催も行っている。Koppens 博士および Konstantatos 博士の両名は ICFO にお

ける NEST プログラムに不可欠な人物たちである。 
 
Links: 
www.icfo.eu 
 
www.koppensgroup.icfo.eu 
 
http://www.icfo.es/index.php?section=research3&lang=english&op=show_group&gr
oup_id=30&ni ck=SP%20nanophotonic%20devices 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 望月 麻衣） 
 

出典：本資料は、スペイン ICFO(The Institute of Photonic Sciences)の以下の記事を

翻訳したものである。 
“BREAKTHROUGH GRAPHENE-BASED DEVICE PROVES ULTRASENSITIVE 
TO LIGHT” 
http://www.koppensgroup.icfo.eu/press_release_nature_hybrid.pdf 
(Used with Permission of the Institute of Photonic Sciences) 
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(1094-5) 
【燃料電池･水素エネ(蓄電池)】 

 
仮訳 

 
風や日光が十分でない時の再生可能エネルギー(独) 

デュアルイオン蓄電プロジェクト開始 / ミュンスター大学の科学者に 280 万ユーロ 
(2013 年 2 月 19 日) 

 
 

ミュンスター大学は 2013 年から蓄電池の新

しいプロジェクトを開始する。プロジェクト名

は「INSIDER」といい、科学者たちはデュアル

イオンバッテリー技術をベースにした新しいエ

ネルギー貯蔵システムに取り組んでいる。デュ

アルイオン技術は、リチウムイオン蓄電池の代

替として期待されている。例えば、再生可能エ

ネルギーの定置型の中間貯蔵装置として用いら

れる。ミュンスター大学から参加するのは、プ

ロジェクト･コーディネーターであるバッテリ

ーリサーチセンターMEET/物理化学研究所

(Battery Research Centre MEET/Institute of 
Physical Chemistry)の Martin Winter 教授の

チームと無機分析化学研究所(Institute of 
Inorganic and Analytical Chemistry)の Hans-Dieter Wiemhöfer 教授のチームである。

その事前会議が本日(2013 年 1 月 15 日)にミュンスターで行われた。 
 
｢INSIDER｣ は ｢Auf Anionen- Interkalation basierende 

Dual-Ionen-Energiespeicher｣の略で、｢陰イオン･インターカレーション(層間浸入)を
ベースにしたデュアルイオンエネルギー貯蔵｣という意味である。このプロジェクトは、

入札により、経済技術省、環境自然保護原子力安全省、教育研究省の 3 つの連邦省から、

4 年にわたり 550 万ユーロの資金提供を受ける。その中からミュンスター大学は 280
万ユーロを受け取る。また、プロジェクト･パートナーとして、Arno Kwade 教授 
(Technische Universität Braunschweig)、Karl-Ernst Wirth 教授

(Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg)、Hans Peter Buchkremer 博
士(Forschungszentrum Jülich)のチームが参加する。このプロジェクトの過程で、去年

ミュンスター大学が特許申請した新技術の開発がさらに進むことになるだろう。 

 
デュアルイオンバッテリー技術をベースにした新し

いエネルギー貯蔵システムに取り組む科学者たち

(MEET 研究所での研究) 
写真:MEET 
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定置型の革新的な蓄電池システムの開発は、分散型エネルギー供給システムを促進す

るのに欠かせない。風や日光が十分でない時に再生可能エネルギー源を使用できるよう

にするという重要な役割もある。リチウムイオン蓄電池に勝る、デュアルイオン技術の

メリットの一つは、ニッケルやコバルトといった高価で汚染を引き起こす金属を使わな

いことである。プロジェクトの主な目的は、デュアルイオン技術用の新しく安価で環境

にやさしい材料を特定すると同時に、その材料が蓄電池製造プロセスにおいて使用可能

かどうかを分析することである。そのため、材料も含め、デュアルイオン技術がすぐに

量産化に適用できることも確かめたいとしている。 
 

プロジェクトの中心課題の一つが、蓄電池電極のカソードで間隙物質として黒鉛状炭

素を使用することである。材料としてグラファイトは、蓄電池使用において、極めてコ

スト効率が良いというような多くの優れた特性を持っている。もう一つの重要な点は安

全性である。これに関して、INSIDER チームの科学者は、イオン液体のような熱的に

安定した電解質とグラファイト･カソードとの組み合わせであることに信頼を置いてい

る。研究者たちは、まず始めに事業用として利用可能な材料の適正試験を行い、必要に

応じて、化学的、熱的、機械的に変更を加える予定である。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 勝本 智子） 
 
 

出典：本資料は Münster University の以下の記事を翻訳したものである。 
“Renewable Energy in Times of Insufficient Wind and Sunlight”  
http://www.uni-muenster.de/en/exec/upm.php?rubrik=Alle&neu=1&monat=201302
&nummer=16458 
（Used with permission of Münster University） 

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1094, 2013.4.17

17

http://www.uni-muenster.de/en/exec/upm.php?rubrik=Alle&neu=1&monat=201302&nummer=16458
http://www.uni-muenster.de/en/exec/upm.php?rubrik=Alle&neu=1&monat=201302&nummer=16458


(1094-6) 
 
【ナノテク・材料（プリンテッド・エレクトロニクス）】 

プリンテッド ADC(アナログ・デジタル変換器) 
 
仮訳 
 

プラスチック製の新型電子機器で 
世界中の食糧廃棄量を大幅に削減できる(オランダ) 

 
2013 年 2 月 27 日 

 
 賞味期限が過ぎたことを理由に、毎年何百万トンもの食糧が廃棄されている。しかし

賞味期限は常に余裕をもって見積もられていることから、まだ食べられる食糧が多く捨

てられている。包装された状態で中身がまだ安全に食べられるかどうかをチェックする

ことができたら便利ではないだろうか。アイントホーフェン工科大学、カターニア大学、

CEA-Liten、それに ST マイクロエレクトロニクス社は、これを可能にする回路を開発

明した。プラスチック製のアナログ・デジタル変換器である。この開発で 1 ユーロセ

ント未満の低コストでプラスチック製のセンサー回路が実現する。食糧に限らず、こう

した超低コストのプラスチック製回路は医薬品を含む多くの用途展開の可能性を有し

ている。先週サンフランシスコで開催された ISSCC(世界で最も重要とされる半導体回

路技術に関する国際会議)において、この開発に関する発表が行われた。 

 
プラスチック製のアナログ・デジタル変換器(ADC)。この ADC はまだ比較的大

きいもので、最終的にはもっと小型化される。撮影：Bart van Overbeeke 氏 

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1094, 2013.4.17

18



 
 先進国の消費者や企業は一人当たりおよそ 100kg の食糧を棄てており(*)、その主な

原因は包装に記載された賞味期限を過ぎたためである。この廃棄は消費者の家計にとっ

ても環境にとっても不利益となる。こうした廃棄物は、食糧の消費期限を見積もる難し

さに起因している。腐った食糧を消費者に販売するリスクを最小限にするため、製造業

者は比較的短い保存可能期間を包装に記載している。 
 
 
1 セント未満 
 食糧廃棄物を減らす方法として、例えば、製造業者は包装に電子センサー回路を組み

込むことで、食糧の酸化レベルをモニターすることもできる。センサー回路はスキャナ

ーや個人の携帯電話で読み取ることができ、購入したステーキの鮮度や、冷凍食品が過

去に解凍されているかなどを知ることができる。アイントホーフェン工科大学(TU/e)
の研究者 Eugenio Cantatore 氏は言う：「原理的には、こうしたこと全ては一般的なシ

リコン IC でも既に実現できます。問題はコストが高すぎる点です。10 セントは優に超

えてしまいます。1 袋 1 ユーロのチップスにこのコストは高すぎるのです。私たちは現

在、シリコン製ではなくプラスチック製の電子デバイスを開発しています。プラスチッ

ク製のセンサーはプラスチック包装に簡単に組み込みことができるので好都合です。」

プラスチック製の半導体はどんな柔らかい表面にも印刷製造が可能であり、そのため利

用コストも低くなる。こうして、1 ユーロセント未満のセンサー回路が実現可能となる。 
 
 
世界初のプリンテッド ADC 
 研究者たちは 2 種類の異なる ADC(アナログ・デジタル変換器)の製造に成功してい

る。どちらもセンサー測定されたアナログ信号の出力値をデジタル信号に変換する。こ

うした新しいデバイスのうちの一つは、これまでに無い正に世界初の印刷技術を用いて

製造されている。「印刷産業の技術を応用して、プラスチックフィルム上に広範囲にコ

スト効果のあるセンサーを印刷製造する道が開かれます。」と CEA-Liten のプリンテッ

ドエレクトロニックスビジネス(Printed Electronics Business)開発者である Isabelle 
Chartirer 氏は言う。ISSCC は本発明に関する論文を会議のハイライトとして評価して

いる。 
 
 
ミッシングリンク 

 食品・医薬品産業への新型プラスチック製 ADC の導入は手の届く範囲にきている。

センサー回路は次の 4 つから構成されている：センサー、増幅器、信号をデジタル化す
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る ADC、信号を基地局に送る無線送信器。プラスチック製の ADC はミッシングリン

クであった。他の 3 つの構成要素は既に存在したのだ。「要素は全て揃ったので、必要

とされるのはその統合です。」と Cantatore 氏はいう。彼はスーパーマーケットの棚で

この新デバイスを目にするのは、少なくとも 5 年は依然としてかかると予想している。

この他にも医薬品分野、マンマシン・インターフェイス分野、それに建築や輸送に組み

込まれる環境インテリジェントシステム分野に応用される可能性がある。 
 
 
複雑な数学モデルの必要性 
 今回の開発は容易なものではなかった。一般的なトランジスターの電気的特性は十分

予測可能なものであるが、一方でプラスチック製のトランジスターの特性には大きなバ

ラツキがある。「それぞれのプラスチック製トランジスターは低温での低コスト製造プ

ロセスで製造するので異なった特性を示します。」と Cantatore 氏は説明している。「こ

の現象によって、デバイスとしての使用が難しくなっているのです。これらの特性を精

確に予測できる複雑な数学モデルが必要です。」 
 
 プリンテッド ADC 回路は 4 ビットの分解能、2 ヘルツの変換速度を有している。

CEA-Liten のプリント技術で製造された回路は、透明プラスチック基板上に 100 以上

の pn 接合型トランジスターと一定の抵抗を備えている。プリンテッドトランジスター

のキャリア移動度は、ディスプレイ産業で広く用いられているアモルファスシリコン製

を上回っている。 
 
 
 この開発は EU が支援する Cosmic プロジェクトと、オランダの技術財団 STW と

Holst Centre/TNO が支援する ORICIS プロジェクトに該当するものである。 
 
Cosmic プロジェクト 
(http://www.project-cosmic.eu/index.html) 
ORICIS プロジェクト

(http://stw.nl/nl/content/organic-ics-integrated-sensor-systems-oricis) 
 
 (*)国際連合食糧農業機関(FAO: Food and Agriculture Organization of the United 
Nations)による報告書『世界の食料ロスと食料廃棄(Global Food Losses and Food 
Waste)』2011 年 
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翻訳：NEDO（担当 総務企画部 望月 麻衣） 
 

出典：本資料は、オランダのアイントホーフェン工科大学(Eindhoven University of 
Technology)の以下の記事を翻訳したものである。 
“New plastic electronics can greatly reduce food waste worldwide27 February 2013” 
http://www.tue.nl/en/university/news-and-press/news/new-plastic-electronics-can-gr
eatly-reduce-food-waste-worldwide/ 
(Used with Permission of Eindhoven University of Technology) 
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(1094-6-(1)) 
 
【ナノテク・材料（プリンテッド･エレクトロニクス）】 

 
仮訳 
 

プロジェクト：COSMIC 

 
構想と目的 
 
高度な最先端の相補型有機回路 
COSMIC は最先端の相補型有機回路、すなわち、n 型と p 型の有機薄膜トランジスタ

(OTETs)を結合した回路の開発を行うプロジェクトである。同プロジェクトは技術、回

路設計、OTFT モデリングや特性評価に関する幅広い研究で構成される。当該技術の取

り組みは、材料やプリンティングプロセスの共同開発(液晶ポリマーを含む)を含み、大

面積で高い生産性のある順次互換プロセス(一定の順番の精緻な多段式プリンティング

プロセスを指しているものと思われる｡) に焦点を当てている。 
 
向上した有機エレクトロニクスの科学的知識 
COSMIC の研究は有機エレクトロニクスの科学的知識の進展に大きく寄与する。相補

型トランジスタを使用することで、OTET 回路の性能とアプリケーションへの適用にお

いて、大きなブレイクスルーがもたらされる。 
 
新しいアプリケーションを見つけ出す 
相補型デジタル回路は耐雑音余裕度を劇的に改善し、p 型だけの回路と比べ、高度な微

細構造と歩留まりを可能にした。また、低い供給電圧(多くの場合、10V 以下)で稼働す

るため、エネルギー消費量を削減し、シリコンと有機エレクトロニクスのより良い統合

が可能である。高度な微細構造により、有機デジタル回路において多くの新しいアプリ

ケーションが可能になる。 
 
OTFTS を使ったアナログ回路の設計が可能 
COSMIC では、デモ用に二つの特別な論理アプリケーションを選択した。ディスプレ

イ用ラインドライバーと演算装置である。相補型デバイスが使用可能になったことで、

現時点ではほぼ未踏の分野である OTFT を使ったアナログ回路の設計も可能になる。 
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センサー及びアクチュエータ市場に可能性を示す 
COSMIC プロジェクトにおいて、センサー及びアクチュエータ市場において初めて

OTFT の可能性を示すため、温度センサーと組み合わせたアナログ･デジタル変換器が

実証される。製品レベルでは、有機エレクトロニクスの可能性を示し、実際的なプロコ

トルを使って物品のトラッキングを確実に行うための、初の有機無線受信機で構成され

るサイレント認証タグも製造する。 
 
すべてのパートナー企業にとって高い関連性 
全ての COSMIC のアプリケーションは、協会内のパートナー企業にとって直接的な意

義があり、広くはヨーロッパ産業界の価値を創出するため、有機相補型技術の能力を実

証するものである。 
 
プリンテッド･エレクトロニクスの概要紹介はこのフィルムを参照のこと。 
 
 
 
 
 
 
近年、ロールツーロール法を使った新聞印刷のように、プリンテッド･エレクトロニク

スに向け多くの研究やプロセスの開発が行われてきた。ワイヤやレジスタ、キャパシタ

のような多くのコンポーネントは既に作られているが、重要で複雑なトランジスタ･コ

ンポーネントにはまだ改善の余地がある(予想断面図を参照)。入手可能な基板にトラン

ジスタを組み立てるには、少なくとも 4 つの層が必要とされる。 
 

• ボトム･ワイヤ (例:ソース及びドレイン)  
• 半導体  
• 誘電体 
• トップ・ワイヤ (例:ゲート)  
 

材料やプロセス、レイアウトのため、さらに多くの層が必要となることが昨年明らかに

なった。COSMIC はロールツーロール法で複雑なトランジスタ回路を印刷するため、

材料を選択しプロセスを開発する。 
 
 

 

YouTube 映像リンク先 
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翻訳：NEDO（担当 総務企画部 勝本 智子） 
 
 
出典：本資料は COSMIC の以下の記事を翻訳したものである。 
“project: COSMIC Vision and Aims” http://www.project-cosmic.eu/project.html 
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(1094-7) 
【ナノテク・材料(光触媒)】【燃料電池・水素エネ(水素)】 

光触媒 CNT・無機物ハイブリッド材料 

 
仮訳 

太陽を利用した水分解による 
水素生産用ナノスケールハイブリッド化合物の開発（欧州） 

2013 年 3 月 5 日 
 
連絡先： 
Germán Infante 
IMDEA Materials Institute 
C/ Erik Kandel 2  
28906 Getafe  
Spain  
german.infante@imdea.org  
Tel: +34 915493422  
Fax: +34 917871875  
http://www.materials.imdea.org/ 
 
 IMDEA Material Institute が率いる欧州の大学、研究センターや企業によるコンソーシ

アムは、現在、太陽光を利用して水を分解し水素を生産することができるナノカーボン

(例：グラフェン)と無機物(金属酸化物)から成る新しくより効率的なハイブリッド材料の開

発を実施している。この材料は、従来の材料に比べて直近で最高 25 倍の光触媒活性を示

している。 
 
 CARINHYPH と呼ばれる研究プロジェクトは、欧州連合の FP7（EU 7Th Framework 
programme: 第 7 次研究枠組み計画）による資金提供を受け、欧州の研究者や企業家のグ

ループを取りまとめて、光触媒による水分解を通してより効率的に水素を生産する新しい

ハイブリッド材料の開発を実施している。水素燃料は高エネルギーであることに加え、燃

焼後に排出するのは CO2ではなく水のみであることから、将来において最も有望なエネル

ギー源の一つである。水素を効率良く生産するための課題の一つには、水素生産に使用す

るエネルギーよりも大幅に大量のエネルギーを得ることである。有望性が期待される技術

の一つは、植物の光合成と同様な、触媒が太陽光を吸収して水分子の分解を行う光触媒に

よる水分解である。 
 
 本プロジェクトの目標は、ナノカーボン(カーボンナノチューブ及びグラフェン)と金属

酸化物などの光活性のナノ無機材料を組み合わせることでより優れた光触媒効率を有する

材料を開発することである。以下の 3 つのポイントが、この新しいナノハイブリッド材料

の可能性の決め手となる： 
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 材料のナノメトリックなサイズにより、水素生産のための水を分離させやすい極めて

高い比表面積を有すること、 
 ナノカーボンがハイブリッド材料の光吸収範囲を拡大し、それにより光触媒反応のた

めに捕獲する太陽エネルギー量を増加させること、および 
 価電子帯 (無機物に残る正孔)から伝導帯(ナノカーボンへ移動する電子)を分離させる

ことにより、光を吸収した後にハイブリッド材料で発生する電荷の寿命を延長させる。

これによりそれらが再び結合するのを妨げて光触媒による水分解を完了させること。 
 
 

産業規模で生産可能で社会に肯定的な影響を与えるより効率的なハイブリッド材料へ

と以上の 3 つの特性を具体化させるため、本研究プロジェクトのコンソーシアムは、それ

ぞれが異なる専門性を持ったパートナーから構成されている。ナノカーボンは高品質のカ

ーボンナノチューブとグラフェンを供給するグローバル企業である Thomas Swan LTD
が合成する。これらのナノカーボンは、ハイブリット材料を作るのに無機物と結合させる

ため INSTM の Maurizio Prato 教授の研究室で化学官能基処理される。IMEDEA 
Materials と University of Cambridge 及び University of Münster が原子層堆積法

(atomic layer deposition: ALD)やジャイロイド溶浸法(gyroid infiltration)などの技術を利

用してそれらの材料を結合する。その後 University of Erlangen においてあらゆる種類の

新たなフェムト秒の分光技術を駆使して、ナノカーボンと無機物のインターフェースにお

ける電荷移動プロセスを解析する。光触媒効率の測定は Münster で実施され、その結果は

リアクターの構築のベースとなる。リアクターは INAEL 社(マドリッド地域の中小企業)
が作り、準工業規模にてこれらの材料のポテンシャルを実証する。 

 
 コンソーシアムのパートナーらは本プロジェクトの最終段階において、本プロジェクト

で開発された新材料を有効利用するための産業展開ロードマップを作成する予定である。 
このロードマップには、EMPA が準備した材料とプロセスの全ライフサイクルアセスメン

トが含まれる。 
 この 3 年間のプロジェクトは 2013 年 1 月に開始され、IMEDEA Materials Institute（ス

ペイン）が取りまとめている。プロジェクト全予算は 380 万ユーロでそのうち 75%を欧州

委 員 会 が 負 担 す る 。 本 プ ロ ジ ェ ク ト に 関 す る 情 報 は ウ ェ ブ サ イ ト

http://www.carinhyph.eu/ を参照のこと。 
 
Subject: Energy Renewable Energy; Industrial Research; Nanotechnology; Technology; 
Coordination Cooperation; Seventh Framework Programme; Materials Technology;  
Country: Switzerland; Germany; Spain; UNITED KINGDOM; United Kingdom;  
Institution: Public Research;  
Category: Project;  
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Programme Acronyms: FP7-NMP; 
 
RCN: 34968 
Quality Validation Date: 2013-03-05 
   
  

  
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子） 
 
 
出典：本資料は、欧州連合 CORDIS (Community Research and Development Information 
Service) Wire の以下の記事を翻訳したものである。 
“Nanoscale hybrids for hydrogen production through water splitting using sunlight” 
（http://cordis.europa.eu/wire/index.cfm?fuseaction=article.Detail&rcn=34968&rev=0） 
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(1094-8) 
 
【新エネルギー（太陽エネルギー）】 

 
 

仮訳 
 
 

太陽エネルギー利用のための光励起熱電子放出 
 

地球気候及びエネルギー･プロジェクトの最終レポート(米国) 
 

2012 年 4 月 20 日 
 

 
 
概要： 
 

光励起熱電子放出(Photon Enhanced Thermionic Emission: PETE)は、発電のため

に量子及び熱プロセスの組み合わせによる、新たに提案された太陽エネルギー利用の形

態である。温度が上昇すると急速に効率が落ちる一般的な太陽電池とは異なり、PETE
は太陽熱デバイスに応じた温度で稼働するよう設計されている。集光型太陽光発電設計

により、PETE モジュールは直接入射光を受け、一部を電気に変換し、廃熱を太陽熱サ

イクルに送る。PETE/太陽熱サイクルを組み合わせた理論効率は 50%を越えており、

実用ベースで安価な再生可能エネルギーの道が開かれる可能性がある。 
この技術の主な課題は、上昇した温度領域で安定し、より高効率のカソードを開発する

ことであり、これには新しい材料の理論及び実験解析が必要とされる。過去一年間にわ

たり、我々の初期概念を立証している PETE プロセスの予測物理特性に極めてうまく

合致する実験結果を示すことができた。これらの実験から光励起された電子の動きを追

跡することができ、PETE プロセスで放出された電子が熱運動化された集団から来ると

いうことが証明された。また、最高 0.5eV の熱ブーストされた出力電圧を実証した。 
GaN をベースにしたこれらの概念実証デバイスは熱電子と光励起を組み合わせたデバ

イスの最初の例である。PETE デバイスの効率を上げるために、このデバイスの性能で

は主に 2 つの課題に焦点を当てている。キャリア再結合と高温材料の安定である。さら

に、予測される作動状況下で材料性能の詳細測定を行うことができるよう PETE 用に

特別に設計された新しい表面処理及び特性評価チャンバーを建設中である。  
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翻訳：NEDO（担当 総務企画部 勝本 智子） 

 
出典：本資料は Stanford University の以下の記事を翻訳したものである。 
“Abstract” of “Photon Enhanced Thermionic Emission for Solar Energy Harvesting  
Final Report to the Global Climate and Energy Project”  
http://gcep.stanford.edu/pdfs/PE5v0XtfTasff29ZflqL4Q/4.3.4_Melosh_Public_Versio
n_2012.pdf 2013 年 7 月 22 日差し替え版 
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(1094-9) 
【新エネルギー(太陽エネ)】  

コロイド量子ドット太陽電池 金ナノシェル 近赤外線スペクトル領域  

仮訳 
 

トロント大学が変換効率を大幅に向上させた太陽電池を開発（カナダ） 

2013 年 3 月 7 日 
 

オンタリオ州 トロント— 科学雑誌 Nano Letters で発表された最近の論文によれば、

トロント大学のエンジニアリング教授である Ted Sargent 氏とその研究チームが開発した

新たな技術が、変換効率を大幅に向上させた太陽電池の実現の可能性を示しているという。 
 
 “Jointly-tuned plasmonic-excitonic photovoltaics using nanoshells”と題される論文で

は、廉価でより高効率な太陽電池技術として有望視されているコロイド量子ドット太陽電

池の効率を向上させる新技術について説明している。量子ドット太陽電池は低コストで大

面積での太陽エネルギーの利用を可能とするものだが、地球に届く太陽光のうちの約半分

を占める赤外線の吸収において未だ高効率を達成していない。 
 
 その解決策は、スペクトルを調整した溶液から作ったプラズモニックナノ粒子である。

これらのナノ粒子によって太陽光の伝搬と吸収に関して前例のないほどの制御が可能だと、

研究者らは言う。 
 
 Sargent 教授の研究チームが開発したこの新技術は、近赤外線スペクトル領域での変換

効率の 35%増が可能であることを示していると、論文の共同著者である Susanna Thon 博

士は言う。その結果全体では太陽エネルギー変換効率が 11%の増加になり得るため、量子

ドット太陽電池が現行の太陽電池技術のより魅力的な代替となるだろうと同博士は説明す

る。 
 
 「コロイド量子ドットには 2 つの利点があります。」と Thon 博士は言う。「1 つは、コ

ロイド量子ドットは大変安価なため、出力 1 ワット当たりの発電コストが低くなります。

しかし主要な利点は、単純に量子ドットのサイズを変えることで太陽光の吸収スペクトル

を変えることが可能なことです。サイズを変えるのは至極簡単で、このサイズ可変性はプ

ラズモニック材料における共通の特性です。プラズモニック粒子のサイズを変えることで、

キーとなる 2 種類のナノ材料の吸収・拡散スペクトルを重複させることが可能となったの

です。」 
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 Sargent 教授のチームは、金でできたナノシェルを量子ドット吸収膜に直接埋め込むこ

とによって効率性を向上させた。通常、金はあまり経済的な材料ではないが、Thon 博士

とその同僚研究者が証明したのと同じ概念を他の低コスト金属に使用することができる。 
 

Thon 博士は現在の研究が原理を証明していると言う。「これと同様な研究がこれまでも

行われており、そこで使用する金属もまた光を吸収しますが、光電流の生成に役に立たず、

結局は光を損失しているということがいつも問題となっていました。」 
 
 更なる研究が必要であると、同博士は付け加える。「より最適化を目指すこと、そして安

価な金属を用いて太陽電池を構築することが目標です。また、太陽電池においてより効果

的に光子が吸収されるようにしたいと考えています。可能な限り多くの光子を可能な限り

電荷収集電極の近くで吸収することが重要です。」 
 
 本研究はまた、特定の目的を達成するためのナノ材料の特性を調整する可能性を示すこ

とから重要であると、カリフォルニアナノシステム研究所(California NanoSystems 
Institute: CNSI)のディレクターである Paul Weiss 氏は言う。 
 
 「本研究はナノサイエンスとナノテクの有望性を実現する極めて貴重な一例です。」と

Weiss 氏は述べ、次のように続ける。「Sargent 教授と彼の同僚研究者らはナノ材料の特性

を調整する方法を開発することによって、デバイスの重要な機能、つまりより効率的によ

り広範囲の太陽光スペクトルを捕獲するという重要な改善を成し遂げたのです。」 
 
より詳しくは下記の連絡先まで： 
Terry Lavender 
Communications & Media Relations Strategist 
Faculty of Applied Science & Engineering 
University of Toronto 
Tel: 416-978-4498 
terry.lavender@utoronto.ca 
 
 
 

 
翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子） 

 
出典：本資料は、カナダ・トロント大学(Faculty of Applied Science and Engineering, 
University of Toronto)の以下の記事を翻訳したものである。 
"U of T Engineering breakthrough promises significantly more efficient solar cells" 
（http://media.utoronto.ca/media-releases/u-of-t-engineering-breakthrough-promises-s
ignificantly-more-efficient-solar-cells/）    
(Used with Permission of Faculty of Applied Science and Engineering, University of 
Toronto) 
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(1094-10) 
 
【新エネルギー（バイオマス）】 Duckweed 
 
仮訳 
 
 

中国と米国の研究チーム、 
ウキクサを用いたバイオ燃料製造が石油系プロセスと比較して 

コスト競争力を持つことが可能であると結論(米国) 
2013 年 3 月 7 日 

 
 
 米国と中国の研究者たちは、ウキクサ(duckweed)を使ったバイオ燃料製造で、ガソ

リン、ディーゼル油、灯油といった様々な製品の生産を、石油系プロセスに対して経済

的競争力のあるかたちで、なおかつ温室効果ガス排出に関してペナルティーを課す環境

規制に抵触することなく実現できると結論づけた。ウキクサを使ったバイオ燃料製造に

関する 4通りの異なるシナリオを彼らが分析したレポートがアメリカ化学会(ACS)の定

期刊行誌 Industrial & Engineering Chemistry Research に掲載されている。 
 
 水生植物の一種であるウキクサは淡水の穏やかな水面近くに浮遊する植物で、バイオ

燃料製造のための原材料として魅力的である。成長が早く、他に利用方法のない廃水で

もよく育ち、食物連鎖に影響を与えることなく藻類や他の水生植物よりも容易に収穫す

ることができる。しかし、バイオ燃料製造の原材料としてウキクサを利用する研究はほ

とんど行われていなかった。 
 
 プリンストン大学、北京大学、中国科学院プロセス工学研究所、PetroChina 社(中国

石油天然気股份有限公司)で構成される研究チームは、ガス化させた中間体のウキクサ

合成ガスからガソリン、ディーゼル油、灯油を製造するために、次の 4 通りの熱化学的

方法の調査を行った： 
 

・鉄系触媒やコバルト系触媒を用いた、低温および高温でのフィッシャー・ト

ロプシュ法(LTFT 法および HTFT 法)。低温または高温で、クリーンな合成ガ

スをコバルト系あるいは鉄系触媒で炭化水素に変換する。FT 合成からできた

残渣油は水素化分解装置に送られ、C3から C22までの気相炭化水素はさらにア

ップグレーティングのために送られる。 
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図をクリックして拡大 
フィッシャー・トロプシュ(FT)法の合成フローシート 
提供者：ACS、Baliban 氏ほか 

 

図をクリックして拡大 
メタノール合成とアップグレードのフローシート 
提供者：ACS、Baliban 氏ほか 

・MTG(methanol-to-gasoline)法、または MTO(methanol-to-olefins)法によっ

てメタノールを炭化水素に変換する。炭化水素は ZSM-5(ゼオライト)触媒転換

や、オリゴマー化、アルキル化、異性化、水素化精製、接触改質、水素化分解

を用いて、最終的に液体製品に精製される。 
 
 

 
 研究チームは液体燃料を可能な限り低コストで製造する方法を決定するためにプロ

セス合成フレームワークを開発した。彼らはこの合成フレームワークを使って、システ

ム全体のコストにおける製油プラントの生産能力と液体燃料製品割合の効果や、製油プ

ラントのトポロジー設計、プロセスにおける物質／エネルギー収支、さらにライフサイ

クル全般における温室効果ガス排出量を予測した。 
 
 研究者たちはプロセス合成フレームワークの精度を実証し、さらに全体コストが最も

低くなるプロセス設計を決定するため、2種類の生産数値目標(1日当たり 1,000バレル、

5,000 バレル)と 2 通りの製品割合(ガソリン、ディーゼル油、灯油の割合について、規

制がない場合と米国規制がある場合)に焦点をあてた4つのケーススタディーを用いた。 
 
 ウキクサを使った BTL(バイオマスを原料とする液体燃料製造プロセス)製油がコス

ト競争力をもつのは、その原油価格が製品割合に規制がない場合に生産能力 1 千バレル

(kBD)の製油所で$100/bbl、5kBD で$69/bbl、米国が規制する製品割合の場合に生産能

力 1kBD の製油所で$105/bbl、5kBD で$72/bbl となったときである。この 4 つのケー

ススタディーで注目すべき点は、FT 合成ではなくメタノール合成を積極的に使用する

という点である。メタノール合成では不活性な産物が少なく、内部の合成ガスループを

大いに活用でき、また製油所プラント内に複雑な合成ガス変換の設計をする必要性が少
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ない。また、ZSM-5 触媒を利用することでメタノールをガソリン、ディーゼル油、灯

油にすぐに変換させることができる。 
 
 ウキクサの仕入価格に関するパラメーター解析では、原油精製に対して経済的に競争

力をもたなくなるウキクサのしきい値価格が示されている。このウキクサの仕入価格の

しきい値は、求められる製油プラントの生産能力によって左右され、生産能力が下がる

ほど、このしきい値も下がると予測される。 
 
 原油価格がおよそ$105/bbl の場合、生産能力 1kBD の製油プラントが経済的な競争

力をもつのは乾燥ウキクサの仕入価格が$50/メートルトンのときである。乾燥ウキクサ

の仕入価格が$30/メートルトンに下落すれば、生産能力 1kBD の製油プラントは原油価

格が$95/bbl 超の場合で競争力をもつ。生産能力 5kBD の製油プラントについては、プ

ロセス合成フレームワークによって乾燥ウキクサの仕入価格$50/メトリックトンに対

して原油価格が$72/bbl 超の場合に経済性があると実証された。この仕入価格が$70/メ
ートルトンに上昇した場合、この製油所が競争力を維持するのは原油価格が$82/bbl 超
のときである。 
 
Baliban 氏ほか 
 
 
 
全米科学財団および中国科学院がこの研究に資金提供を行っている。 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 望月 麻衣） 
 

出典：本資料は、Green Car Congress の以下の記事を翻訳したものである。 
“China-US team concludes duckweed biorefineries can be cost-competitive with 
petroleum-based processes” 
http://www.greencarcongress.com/2013/03/duckweed-20130307.html 
(Used with Permission of Green Car Congress) 
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