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【政策】 

 
仮訳 
 

最高記録：ドイツの風力発電及び太陽光発電による電力容量が 

従来型発電の電力容量を上回る(ドイツ) 

2013 年 4 月 18 日 

 
 

ミュンスター(2013 年 4 月 18 日)：再生可能エネルギー源からの発電が新しい記録を

打ち立てた。再生可能エネルギー機関である再生可能エネルギー国際経済フォーラム

(IWR)は、ドイツの風力発電及び太陽光発電が初めて約 36,000MW の電力容量に達し

たと発表した。これは 30 基を超える原子力発電からの電力容量と等しい。時には、再

生可能エネルギー発電が従来型発電より多くドイツ国内の電力グリッドに電気を供給

していた。「初めて、電力需要の高い平日にドイツで時折 50％を越える電力が風力発

電と太陽光発電から供給されました。」と語るのは IWR の所長である Norbert Allnoch
博士。数値は European Energy Exchange (EEX：欧州エネルギー取引所)からのデー

タを基にしている。 
 
背景 
ドイツの電力消費は日中に比べ夜間は低い。需要に従い、必要となる夜間の電力容量

は日中よりもはるかに低い。日中は正午まで電力需要が増加するため、大量の電力容量

が必要となる。2013 年 4 月 18 日、夜間では約 40,000MW の電力容量が必要とされた

が、正午には 70,000MW が必要となった。電力需要の高い正午時に必要とされた

70,000MW の電力容量の内、風力発電及び太陽光発電で合計 36,000MW を供給し、電

力容量の半数を越えた。 
 
プレス用グラフのダウンロード： 
ドイツにおける風力発電及び太陽光発電の一日の電力容量曲線の記録(2013 年 4 月 18
日) 
 
エネルギー転換についての詳細： 
ドイツの Energiewende(エネルギー転換)の背景 
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翻訳：NEDO（担当 総務企画部 勝本 智子） 

 
出典：本資料はドイツの再生可能エネルギー国際経済フォーラムの以下の記事を翻訳し

たものである。 
“Record: Wind farms and solar plants produce more power than conventional power 
plants” 
http://www.renewable-energy-industry.com/press-releases/press-releases_detail.ph
p?changeLang=en_GB&newsid=4463 
(Used with Permission of IWR) 
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(1096-2) 
【新エネルギー分野(バイオマス)】  

エタノールをブタノールに転換する新触媒 
仮訳 

 
エタノールをガソリンの代替となるブタノールにアップグレードする

コストの節約方法を開発（英国） 
2013 年 4 月 11 日 

 
2013 年 4 月 11 日 ニューオーリンズ州—ガソリンに混合するエタノールを、専門家ら

が「未来のガソリン」と称するブタノールという十分に優れた燃料添加物に転換する新た

な取り組みを加速させる発見が、科学者らにより報告された。既存のエタノール工場をブ

タノール生産工場に転換するコストを削減する潜在能力を有するこの発見は、世界最大の

科学学会である米国化学会 (American Chemical Society) の第 245 回 National Meeting 
& Exposition にて発表された。 
 
（英国 ブリストル大学の）Duncan Wass 教授は、不利な点

がいくつか有るものの、毎年多くの国でガソリンに数百万ガロ

ンが添加されるエタノールが主要なバイオ燃料として定着して

いると説明する。例えばエタノールはガソリンに比べてガロン

当りの発熱量が低いため、燃費を悪くする。またエタノール

は車のエンジンを腐食させるため、10～15%の混合率を超え

て容易に使用することができない。 
 
「実際、エタノールは代替燃料としては力不足です。」と

Wass 教授は言う。「ブタノールはより優れています。という

のもブタノールはエタノールに比べ、ガロン当りの発熱量が 30%多く、取り扱いが比較的

簡単で、より多くの量をガソリンに混合することができるからです。実際にはブタノール

だけでまったく問題なく車を走らせることができます。それらが「未来のガソリン」とし

てのブタノールの新しい評判を支えています。」 
 
 米国中西部の農業地帯（Corn Belt）にある数カ所のエタノール工場ではすでにブタノー

ル生産への転換を始めていると、Wass 教授は説明する。それらの工場は、現在はビール

や飲料用アルコール製造に使用されるのと同様な発酵技術を利用して、トウモロコシから

アルコールを製造している。トウモロコシを発酵処理するそれらの工場をブタノール生産

工場に転換するには、標準的な工場では 1 千万ドル～1 千 5 百万ドルの高コストの改造が

必要となる。 
 

ガソリンスタンドで供給

する燃料で、ブタノールは

エタノールの優れた代替

である。 
写真：

Stockbyte/Thinkstock 
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 ブリストル大学の Wass 教授とその研究チームは、これらのようなエタノール工場でエ

タノールの生産を継続し、その生産されたエタノールをブタノールに転換させる新しい種

類の触媒の発見について報告している。この触媒を利用すれば、エタノール工場の改造を

ほとんど必要とせずにブタノールを生産することが可能となる。触媒は、反応を活性化さ

せるのに必要なエネルギー量を低く抑えて化学反応を加速させる。それは多くの製品の生

産を可能とさせており、生命を維持するタンパク質の多くは酵素と呼ばれる触媒である。 
  
 Wass 教授らの当該発表レポートは、再生可能燃料と触媒に関するシンポジウムの一部

であった。同教授による本レポート以外のアブストラクトは以下のとおり。 
 
 「これらの新たな触媒は、既存の触媒に比べて格段に優れています。」と Wass 教授は言

う。「商業化はまだ先の話ですが、私たちはこの方向での基本的な進捗を報告しています。

簡単に言えば、これらの触媒は未来のガソリンを作るための世界で最も優れた触媒なので

す。」 
 
 新たな触媒はより高い選択性を有しており、既存の触媒がブタノールと共に望ましくな

い生成物も生産するという難問を解決する。この新たな触媒では、研究室での試験で各バ

ッチ試験の全生産物からブタノールを 95%生産することができていると Wass 教授は言う。 
 

Wass 教授のチームは、BP 社からのファンディングについて感謝の意を示す。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子） 
 
出典：本資料は、米国化学会 (American Chemical Society)の以下の記事を翻訳したもの

である。 
“Cost-saving measure to upgrade ethanol to butanol—a better alternative to gasoline” 
（http://portal.acs.org/portal/acs/corg/content?_nfpb=true&_pageLabel=PP_ARTICLE
MAIN&node_id=222&content_id=CNBP_032590&use_sec=true&sec_url_var=region1
&__uuid=5fb7e3c0-3059-49a3-9eab-）  
(Used with Permission of the American Chemical Society) 
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(1096-3) 
【新エネルギー分野(バイオマス)】  

 E.Coli バクテリア(大腸菌) バイオディーゼル燃料 ドロップイン燃料 
 

仮訳 
 

微生物が需要に応じて(オンデマンドで)ディーゼル燃料を生産（英国） 
2013 年 4 月 23 日 

 
 

サイエンスフィクションの物語のようではある

が、英国エクスター大学の研究チームが Shell 社の

支援により、オンデマンドでバクテリアにディーゼ

ル燃料を生産させる方法を開発した。 
 
この技術の商業化には多くの課題が残されてはい

るが、E.Coli (Esherichia Coli)バクテリア(大腸菌)
の特殊菌株が生成するディーゼル燃料は、従来のバ

イオディーゼル燃料とほぼ同質のものである。 
 
 そのため、植物油由来のバイオディーゼル利用の

要件である石油製品とのブレンドの必要がない。また、このディーゼル燃料の利用にはエ

ンジン、パイプラインやタンカーを改造する必要がないため、こうした既存のインフラで

そのまま利用が可能である。このような特性を持つバイオ燃料は「ドロップイン」燃料と

呼ばれている。 
 

エクスター大学の生物科学の John Love 教授は、次のように述べる。「車輌の改造の必

要なく利用できる商業用のバイオ燃料を生産することが、このプロジェクトの当初からの

目標でした。従来のディーゼル燃料を商用規模の容量でカーボンニュートラルなバイオ燃

料により代替することは、2050 年までに温暖化ガス 80%の削減を目指すという英国の目

標達成への大きなステップとなるでしょう。世界のエネルギー需要が増加する中、世界の

原油価格の変動や政治的不安定性に左右されない燃料の将来性は、ますます魅力的なもの

となっています。」 
 

E.Coli バクテリアは、自然に糖類を脂質に転換して自分の細胞膜を作る。この自然な油

脂生産プロセスを利用して、合成燃料の分子を作ることができる。E.Coli バクテリアを触

媒として使った大規模な生産は製薬産業において既に普及しており、バイオディーゼル燃

料の生産は研究室レベルにおいてまだ少量ではあるが、この技術が商業用の「ドロップイ

バイオディーゼル燃料を生産する

E.Coliバクテリア(大腸菌)が開発され

た。 
画像提供：Marian Littlejohn 
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ン」燃料生産の有望な方法であることを確かめるために、研究は継続して進められる。 
 

Shell Projects & Technology 社の Rob Lee 氏は、次のように述べる。「私たちは、将来

においても高需要となる特定の炭化水素分子を先進的なバイオ燃料技術を利用して作る、

エクスター大学によるこの研究を誇りに思っています。この技術の商業化にはいくつかの

課題がまだ残されていますが、他の高度な技術と併せて、バイオ燃料を生産するこの新た

な方法を詳しく研究することが、地球規模の輸送用燃料への需要に対応する一方で二酸化

炭素排出の増加抑制に役立つことを望んでいます。」 
 
 本研究は Shell Research Ltd.及び英国バイオテクノロジー・生物科学研究会議

(Biotechnology and Biological Sciences Research Council: BBSRC) Industry 
Interchange Partnership Grant の助成により支援された。 
 

 
翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子） 

 
出典：本資料は、英国 エクスター大学 (University of Exeter)の以下の記事を翻訳した

ものである。 
“Bugs produce diesel on demand” 
（http://www.exeter.ac.uk/news/research/title_281715_en.html）   
(Used with Permission of the University of Exeter) 
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(1096-4) 
 
【新エネルギー分野(バイオマス)】 
 
仮訳 
 

エネルギー省が軍仕様の航空機や艦船用と互換性のある 
先進的バイオ燃料開発のための新プロジェクトを発表（米国） 

 
【2013年4月22日-ワシントン】オバマ政権による米国内で活用できる資源はすべて活用す

るという「包括的なエネルギー戦略(all-of-the-above energy strategy)」の一環として、本

日エネルギー省は、カリフォルニア州、アイオワ州及びワシントン州にある4つの革新的

なパイロットスケールのバイオ燃料製造プラントに対し、約1,800万ドルの資金を投入す

ると発表した。これらのプラントでは、ジェット燃料や船舶用ディーゼル油の軍仕様を満

たす自動車、トラック、飛行機用の米国で調達できる代替燃料としての再生可能なバイオ

燃料の試験研究を行う。また、に対応する。本プロジェクトは、コスト削減や性能の向上、

そして食料品以外の効率的な原料調達や処理技術を明確化するというオバマ政権の取り組

みに基づくものである。 
 

エネルギー省スティーブン･チュー長官は次のように語る。「米国の外国産石油への依

存を減らし、エネルギー安全保障を向上させ、空気や水を保護するために、先進的バイオ

燃料はオバマ政権の『包括的な戦略』の重要な一部である。本日発表された革新的なバイ

オ燃料製造プラントプロジェクトにより、ここ米国で入手できる再生可能な資源から米軍

や民間の航空産業のための燃料を生産する上で、重要な一歩を踏み出す。」 
 

オバマ大統領の就任以来、米国内における石油とガスの生産は毎年増加している。同時

に、外国産石油への依存を減らすため、米国は追加的な手段を取り続ける。これらの取り

組みの一環として、エネルギー省が支援することは、大型車両やその他の用途も含め、現

在のインフラやエンジン用燃料と互換性がより高い炭化水素ベースのバイオ燃料の開発を

加速することである。エネルギー省の「Billion Ton Study」によると、現在米国で使用さ

れる輸送用石油燃料のおよそ3分の1を先進的バイオ燃料に転換できる可能性があるとい

う。 
 

今回選ばれたパイロットスケールのバイオ燃料製造プラントプロジェクトでは、革新的

な変換処理を施し、食用以外のバイオマス原料や廃棄物から出る材料、そして藻類など様々

なものを活用し、ジェット燃料やディーゼル油の軍仕様に対応するバイオ燃料を生産する

予定である。本プロジェクトは、バイオマスを先進的なドロップイン((既存の石油由来の

燃料に、エンジンや関係インフラもそのままに、何らの改造等もすることなく、完全に代
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替できる))バイオ燃料にコスト効率良く転換する技術を実証し、また関係組織がプロセス

を商業レベルに拡大させる支援を行う。資金提供を受ける組織は、これらのプロジェクト

に最低50%のマッチングファンド((政府支援以外に、自ら又は他の民間企業等からの資金

調達))を支出することが義務づけられている。 
 
選定されたプロジェクト： 
 
Frontline Bioenergy社 (最大420万ドル；アイオワ州エームズ)：以前の商業規模のガス化

の成功を基に、Frontline BioEnergy社は、本プロジェクトのパートナーであるSGC 
Energia社、Stanley Consultants社、そしてDelphi Engineering and Construction社と共

に、革新的な新パイロットスケールのTarFreeGas™リアクターと新たなガスコンディシ

ョニング･プロセスを建設し、既存のフィッシャー･トロプシュ法(FT)の設備と一体化する。

このFT設備は、木質バイオマスや州内から出る固形廃棄物から1日1バレルのFTリキッド

を生産することが可能である。そのため、ネバダ州、アイオワ州にあるアイオワ･エネルギ

ーセンター (Iowa Energy Center)バイオマスエネルギー転換施設(Biomass Energy 
Conversion Facility)の燃料の受け入れは全く行わない。これらのリキッドは、軍仕様に対

応したバイオ燃料の試料を生産するためにアップグレードされる予定である。 
 
Cobalt Technologies社 (最大250万ドル；カリフォルニア州マウンテンビュー)：Cobalt 
Technologies社は、スイッチグラスのバイオジェット燃料への転換を行うパイロットスケ

ールの統合型バイオ燃料製造プラントを稼働させる予定である。Cobalt社は、海軍航空戦

センター(Naval Air Warfare)のChina Lake Weapons Division、Show Me Energy 
Cooperative社、そして再生可能エネルギー研究所 (National Renewable Energy 
Laboratory)などのパートナーと共に、ブタノールの純度を高め、ジェット燃料への転換を

行うパイロットスケールの施設建設を予定している。コバルト社は、バイロットスケール

のバイオ燃料製造プラントを稼働し、プロセスの大型化の評価や施設の温室効果ガス排出

の評価を行う。 
 
Mercurius Biorefining社 (最大460万ドル；ワシントン州ファーンデール)：本プロジェク

トに向け、Mercurius社はセルロース系バイオマスを非糖類中間体へ転換し、さらにドロ

ップインバイオジェット燃料や化学物質へ変換するという革新的プロセスを活用したパイ

ロットプラントの建設及び稼働させる予定。Mercurius Biorefining社が率いる本共同事業

には、パデュー大学、パシフィック･ノースウェスト国立研究所、Incitor社などいくつか

の機関が参加している。 
 
BioProcess Algae社 (最大640万ドル；アイオワ州シェナンドア)：BioProcess Algae社の

プロジェクトは、二酸化炭素、リグノセルロース系の糖質や廃熱を活用し、軍仕様に対応

する炭化水素燃料を生産する革新的な藻類利用のプラットフォームの評価を行う。本バイ

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1096, 2013.6.19

8



オ燃料製造プラントは、低コストの独立栄養型の藻類生産や、加速脂肪生成や脂肪転換の

一体化を行ってゆく。本バイオ燃料製造プラントにおける主要生産物は軍仕様燃料である

が、他にも炭化水素、グリセリン、動物の飼料などを含む追加的な生産物も同時に生産す

る予定である。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 室井 紗織） 
 
出典：本資料は、米国エネルギー省の以下の記事を翻訳したものである。 
“Energy Department Announces New Innovative Projects to Develop Advanced 
Drop-in Biofuels for Military Jets and Ships” 
http://energy.gov/articles/energy-department-announces-new-innovative-projects-devel
op-advanced-drop-biofuels-military 
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(1096-5) 
 
【新エネルギー分野（風力発電）】超電導 回転クライオスタット 
 
仮訳 
 

技術的ブレークスルーを目指す巨大風力タービン（欧州） 
 
〔2013 年 4 月 23 日〕 
 風力エネルギーの活用が新たなプロジェクトの目

的であり、同プロジェクトでは洋上風力産業の問題解

決における重要なブレークスルーをもたらすことを

目指している。 
 
 EU の 資 金 提 供 を 受 け る プ ロ ジ ェ ク ト

「SUPRAPOWER」は、大出力化や高信頼化そして軽

量化に優れた超電導洋上風力タービンの研究に取り

組んでいる。4年にわたるこのプロジェクトには、ス

ペインのTecnalia社の協力の下、欧州の産業界や科学

界から9の共同研究機関が専門知識を集結させる。 
 
 SUPRAPOWERチームは、現在のタービンには大出力化、重量の削減、そして信頼性の

向上を計るための新たな解決策が必要であると考える。この理由は、風力タービンの巨大

なサイズと重量が固定式や浮体式の各基礎部分のコストのみならず、運転や維持管理費も

引き上げるためである。近年、製造業者が重点を置いているのも風力タービンの運転･維持

管理費削減である。 
 
 ここでTecnalia社のチームは、超電導を用いることによって優位に立てると考えた。そ

して今後の方法として、10MW級超電導発電機を搭載した高効率で丈夫、そしてコンパク

トな風力発電の建設を考えた。これにより、エネルギーや原材料の大幅な節約がなされ、

タービンの耐用年数も延びると予想している。 
 
 実に超電導は、共同研究機関の1つのKarlsruhe Institute of Technology(KIT)低温工学

部が注目している分野である。物理工学を専門とする研究者達は、マイナス253℃まで超

電導コイルを冷却できる回転クライオスタット(低温維持装置)を開発することにより、超

電導発電機が効率的に作動することを確証する研究に取り組んでいる。この温度は、電流

が抵抗ゼロで流れることを確実とするために不可欠である。超電導体は、ある特定の温度

を下回ると電気抵抗がゼロとなり、ロスなく電気を流す。 
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 低温工学部長であるHolger Neumann博士は、さらに詳しく説明する。「これまでの冷

却器の冷却性能には制限があるため、我々はそれらと超電導コイルの間の熱がうまく伝わ

ることを確保しなければならない。加えて、我々が使用するヒートパイプの回転による影

響も考慮しなければならない。その一方で、クライオスタットには極めて効果的な断熱が

必要である。」 
 

Tecnalia社エネルギー環境部のプロジェクトコーディネータSusana Apiñániz氏の補佐

役であるIker Marino Bilbao氏は、次のように語る。 
 
「１年目における我々の主な目的は、モジュラー式回転クライオスタットの概念の有効性

を確認することである。その後、コンパクトな超電導発電機の概念設計をする予定である。

超電導発電機の設計、建設及び試験に合わせて、2014年には発電機(500kW規模の発電機)
の建設のための模擬コイルが製作される。これらは、実験室で試験される予定である。」 
 
 このようにして、彼らの躍進的な解決法によって、タービンヘッドの先端の質量と外形

寸法が縮小され、タービンの製造コストが30%削減することが見込まれる。 
 
 風力発電は、欧州各地での非効率的なエネルギー活用を好転させる上で、大きな役割を

果たすことが期待される。温室効果ガス排出を大幅に削減し、エネルギー安全保障を強化

する取り組みの一環として、EUは同ガス排出を1990年レベルより20%下げる目標を設定

している。 
 
更なる詳細は、以下を参照 
 
SUPRAPOWER  
http://www.suprapower-fp7.eu/  
 
Tecnalia  
http://www.tecnalia.com/en 
 
Karlsruhe Institute of Technology (KIT)  
http://www.kit.edu/kit/english/index.php 
 
European Commission - Energy  
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/index_en.htm 
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翻訳：NEDO（担当 総務企画部 室井 紗織） 
 
出典：本資料は、欧州委員会 CORDIS の以下の記事を翻訳したものである。 
“Super wind turbines represent a major technological breakthrough” 
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=3
5671 

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1096, 2013.6.19

12

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=35671
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=35671


(1096-6) 
【新エネルギー(太陽光発電)】 

 
仮訳 
 
 
生態系への影響を低減する有機太陽電池生産技術の開発（オランダ） 

2013 年 5 月 7 日 
 

 
TNO、ECN、Holst Centre、imec、TU Eindhoven 並びに FZ Jülich による薄膜太陽

光発電の国際的な研究グループである Solliance は、変換効率基準を達成する有機太陽電

池(OPV)を、低環境負荷で生産するためのインクジェット印刷プロセス技術の開発に世界

で初めて成功した。 
 

このプロセスは、従来の製造技術と完全な互換性が

あり、有毒な塩素系溶剤をより無毒な代替物に置き換

える。この成果は Solliance とフランスの OPV 製造

業者の DisaSolar 社との共同で達成されたものであ

り、EU の FP7 project X10D の支援も受けている。 
 

有機太陽電池は、フレキシブルで軽量、半透明で容

易に建築材料に組み込むことができる低コストな太陽電池として期待されている。しかし、

これまでは OPV 製造プロセスはスピンコーティング法と塩素系溶剤に頼ってきた。これ

らの溶剤は非常に有毒であり、河川を汚染したり、野生生物を殺生する可能性があるため、

工業生産プロセスでは使用禁止物質となっている。 
 

製造過程から有毒物質を取り除くことを目的として、Solliance は有毒な塩素を使用せず

光活性層をインクジェット印刷できる新しい OPV プロセスを開発した。この成果はフラ

ンスの OPV 製造業者である DisaSolar 社との連携とヨーロッパの project X10D の研究開

発によって達成された。 
 
低毒性の溶剤 
 

このプロセスの背後にある「マジック」は低毒性溶剤のブレンドにある。インクの粘性

と界面エネルギーを適切なレベルにする安定したベースを提供することで OPV の印刷が

可能になった。その結果生まれた OPV 電池は標準的な塩素系溶剤でスピンコーティング

された OPV 電池に匹敵する性能をあげ、共役系高分子 P3HT:フラーレン誘導体 PCBM 光
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活性層システムにおいて約 3%の変換効率を達成した。 
 

環境に優しいだけでなく、Solliance の解決方法にはインクジェット印刷の利点がある。

すなわち、商業生産へのスケールアップにより適しているからだ。このプロセスは工業用

印字ヘッドを使用するため、電池は高速の単一パス工程で製造される。 
 

「環境に優しいことと大面積のインクジェット印

刷の能力を組み合わせることで、我々は産学間のギ

ャップを埋めることに成功しました。」と Solliance
の OPV プログラムの研究科学者の Tamara 
Eggenhuisen 氏は説明する。 
 
「速度や環境へのメリットは別として、インクジ

ェット印刷を使うことでどんな形の電池も印刷する

ことができます。その結果、OPV 電池やモジュールは建築材料や他のアプリケーションに

全面的に組み込まれることで、理想的な環境美学にふさわしい目には見えない太陽光発電

の機能性が付加されます。」と Solliance の OPV プログラムの研究科学者の Jan Gilot 氏
は付け加えた。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 勝本 智子） 
 
出典：本資料は TNO の以下の記事を翻訳したものである。 
“Reducing ecological footprint of OPV production”  
http://www.tno.nl/content.cfm?context=overtno&content=nieuwsbericht&laag1=37&la
ag2=2&item_id=2013-05-08%2010:37:06.0&Taal=2 
(Used with Permission of TNO) 
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(1096-7) 

 

【蓄電池・エネルギーシステム分野（蓄電池）】 

 

仮訳 

 

 

新型の蓄電池がソーラーや風力発電の 

電力グリッド連系を促進(米国) 

 

 

【ワシントン】米国エネルギー省(DOE)の SLAC 国立加速器研究所とスタンフォー

ド大学の研究者らが、ソーラーエネルギーや風力エネルギーを電力グリッドの主要な供

給源にすることを可能にする、低コストで長寿命のフロー蓄電池を考案した。 

 

 スタンフォード大学の准教授であり、同大学の Materials and Energy Sciences(材料

エネルギー科学)研究所に所属する Yi Cui 氏によって行われた当該研究は、DOE の持

つエネルギーイノベーション研究の新拠点である Joint Center for Energy Storage 

Research (JCESR:エネルギー貯蔵研究共同センター)から生まれた成果の一つである。

SLAC という主要パートナーと共にアルゴンヌ国立研究所が管理を行う JCESR は

DOE がエネルギー研究を加速させるために設置した 5 つの研究拠点の一つであり、昨

年 11月に開設されたものである。 

 

 「JCESR から早い段階でもたらされた今回の重要な成果は、主要なエネルギー課題

解決に向けてトップクラスの研究者を集中的に動員することの重要性を示唆していま

す。」と JCESRをサポートするDOE科学局のディレクターであるPatricia M. Dehmer

氏は言う。「また、トランスフォーマティブ(変革的)な科学的研究によって蓄電池やエ

ネルギー貯蔵に大きな進歩がもたらされる可能性も示しています。」 

 

 ソーラーや風力が国内のエネルギー供給に大きな貢献をする一方で、時として重大な

出力変動を引き起こして電力グリッドの許容範囲を上回ってしまう可能性がある。Cui

氏の研究グループが開発したようなフロー蓄電池を用いれば、こうした変動を平準化す

ることができる。 

 

 こうした新型のフロー蓄電池にはシンプルで、他の蓄電池よりも低コストな考案が用

いられており、スケーラビリティーとコスト効率性の改善が見込まれる。研究室での試

験では毎日（1回）の充放電サイクルで 5年半超に相当する優れたエネルギー貯蔵性能

も実証されている。なお、当該研究成果は Energy & Environmental Science 誌に掲載
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されている。 

 

 Cui氏の研究グループは今後、蓄電池のエネルギー貯蔵プロセスの最適化、およびエ

ンジニアリング的な問題の洗い出しを行うため、研究室規模のシステムを製造する予定

である。さらに Cui氏の研究グループは、本格的なフィールド実証用ユニットの潜在的

なホスト機関との協議も開始する予定でいる。 

 

 

この研究に関するビデオ、図、写真を含むさらに詳しい情報はこちらから 

 

JCESRに関するさらに詳しい情報はこちらから 

 

 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 望月 麻衣） 

 

 

出典：本資料は、米国エネルギー省(DOE)の以下の記事を翻訳したものである。 

“New Battery Design Could Help Solar and Wind Power the Grid” 

http://energy.gov/articles/new-battery-design-could-help-solar-and-wind-power-grid-

0 
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(1096-8) 
 
【新エネルギー（太陽光発電）】 
 
仮訳 
 
 

バッファロー大学らの研究によって 
安価なソーラーパネルが実現可能に(米国) 

著者；Cory Nealon 氏 
リリース日：2013 年 5 月 10 日 

 
【ニューヨーク州 BUFFALO】最近行われた世論調査によれば、大多数のアメリカ

人が太陽光発電の開発をさらに重要視することを望んでいるようである。 
 
 ソーラーパネルを製造、設置、維持する上で主な障害となるのがコストである。簡潔

に述べてしまえば、大抵の家庭や企業には屋根にソーラーパネルを設置する余裕がない。 
 
 幸いにも、バッファロー大学電気工学の Qiaoqiang Gan 准教授といった研究者たち

が従来のものよりも高出力で安価な新世代の太陽電池の開発を行っており、こうした状

況は変わりつつある。 

バッファロー大学電気工学の Qiaoqiang Gan 准教授 
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 Gan 氏が行う研究内容の中でもより将来性のあるものの一つが、プラズモン増強さ

れた有機太陽電池材料を使用する方法である。こうしたデバイスによるエネルギー生産

方法は従来のソーラーセルと合致しないものの、液状で製造（又はプロセス）されるた

めコストが安く、また様々な種類の表面に適用することが可能である。 
 
 Gan 氏はプラズモン増強された有機太陽電池材料の開発に関する詳細を 5 月 7 日発

刊の Advanced Materials で発表している。共著者には Lehigh 大学電気コンピュータ

ー工学の Filbert J. Bartoli 教授と国立科学財団の Zakya Kafafi 氏が参加している。 
 
 この論文は http://bit.ly/11gzlQm から入手することができ、掲載誌の表紙には当該論

文で使用されているプラズモン増強された有機PVデバイスのイメージ図が使用されて

いる。 
 
 現在の太陽光発電は、厚みのある多結晶シリコンウェハー、あるいはアモルファスシ

リコンやテルル化カドミウムといった無機材料から作られた薄膜太陽電池セルででき

ている。どちらも製造コストが高いと Gan 氏は言う。 
 
 彼の研究対象には薄膜太陽電池セルも含まれているが、市場に出回っている製品とは

異なり、炭素をベースとした安価な高分子化合物や小分子といった有機材料を使用して

いる。 
 
 「市場に出回っている製品の無機材料に比べ、有機太陽電池は剛柔を問わずどのよう

な基板にも広範囲に使用でき、コストも塗料ペンキと同じくらい安価になる見込みがあ

ります。」と Gan 氏は言う。 
 
 塗装ペンキくらいと表現したのは明確な目標価格があるのではなく、いつか壁にペン

キを塗るのと同じくらい容易に、様々な表面を太陽電池に加工できるようになるという

着想といった方が正しいのですが、と彼は言う。 
 
 有機 PV セルには難点もある。比較的乏しい電導性能を補うため、厚みを薄くなけれ

ばならない。そのために薄くされ、それ故に光を吸収するための十分な材料を有せず、

そのことが有機太陽電池の光吸収性能を制限し、電力変換効率を不十分なものとしてい

る。 
 
 市場で競争するには、電力変換効率は 10%以上である必要があると Gan 氏は言う。 
 
 この基準の達成を目指し、Gan 氏や他の研究者たちは有機 PV セルに金属ナノ粒子、

またはパターン化されたプラズモンナノ構造、あるいはその両方の組み込みを行ってい
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る。プラズモン(共鳴)とは電磁波と自由電子とが共鳴することである。金属と半導体の

接合部分を横切るように前後に振動する状態。 
 
 最近の材料研究が当該研究の成功を示唆している、と彼は言う。こうしたブレークス

ルーによってナノ材料とプラズモン(共鳴)を利用した手法がいかにより効率的で安価

な薄膜有機太陽電池セルを製造できるかといった部分が見直されるべきである、と Gan
氏と論文の共著者たちは主張している。 
 
 Gan 氏はバッファロー大学の研究者たちと共に研究を継続している。研究には同大

の電気工学と生物医学工学の教授であり、research and economic development の副代

表も務める Alexander N. Cartwright 氏、生物化学工学の教授であり、Integrated 
Nanostructured Systems 内に設置された同大の Strategic Strength の代表も務める

Mark T. Swihart 氏、さらに物理の准教授である Hao Zeng 氏も参加している。 
 
Gan 氏はバッファロー大学の電気工学に設置された光学・フォトニクス研究グループ

に所属しており、Cartwright 氏、Edward Furlani 教授、Pao-Lo Liu 教授、Natalia 
Litchnitser 准教授もグループメンバーとして参加している。 
 
 当該研究グループではナノフォトニクス、バイオフォトニクス、無機/有機ハイブリ

ッド材料デバイス、非線形光ファイバー、メタマテリアル、ナノプラズモン、オプトフ

ルイディクス、微小電気機械システム(MEMS)、生物医学微小電気機械システム

(BioMEMs)、バイオセンサー、量子情報処理に関する研究を行っている。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 望月 麻衣） 
 

出典：本資料は、米国バッファロー大学の以下の記事を翻訳したものである。 
“Solar panels as inexpensive as paint? It’s possible due to research at UB, 
elsewhere” 
http://www.buffalo.edu/news/releases/2013/05/018.html 
(Used with Permission of the University at Buffalo) 
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(1096-9) 
【新エネルギー分野(太陽光発電)】 
 

高分子太陽電池(PSC) スクアライン色素 フェルスター共鳴エネルギー移動 
仮訳 
 

太陽電池の鮮やかな未来（米国） 
2013 年 5 月 6 日 

著者： Eric Gershon 
 

ある種の太陽電池にとって、そ

の将来は明るいものになるだろう。 
 
 米・イェール大学の科学者らは、

有望視されている種類の太陽電池

の光電変換層に蛍光有機色素を添

加することにより、太陽電池が光

を吸収して電気に変換する能力を

向上させることに成功した。この

（蛍光有機色素である）スクアラ

イン色素は、光の吸収力を高め、

電子を再循環させて光のエネルギ

ーへの変換効率を向上させる。研

究者らによると、この結果は、低

コストで高効率な太陽電池開発への新たな道筋を示すものであると言う。 
 
 「このアプローチを利用して、より高効率の先進的な太陽電池を設計することが可能で

す。」と、5 月 5 日発行の Nature Photonics オンライン版に掲載されている本研究を率い

たイェール大学の化学・環境エンジニアリングの助教授である André D. Taylor は述べる。 
 
 太陽電池は、太陽光を直接電気に変換させる再生可能なエネルギー技術である。本研究

で扱った高分子太陽電池(polymer solar cells: PSC)は、低コスト、軽量性、大面積化が可

能、および機械的な柔軟性という利点を持つ。しかし、吸収した光エネルギーのうち 50%
近くは電気エネルギーとして変換されておらず、PSC は非効率である。その主な原因は、

エネルギーを太陽電池から排出させるのを可能にするための太陽電池の高分子ネットワー

クが、ナノスケールベースで十分な整列となっていないことによる。 
 
 そこで、フェルスター共鳴エネルギー移動(Förster resonance energy transfer: FRET)

イェール大学の科学者らは、有望視されている種類の太陽電

池の光電変換層に蛍光有機色素を添加することにより、太陽

電池が光を吸収して電気に変換する能力を向上させること

に成功した。 (Image by Teng-Hooi Goh and Jing-Shun 
Huang) 
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と呼ばれる生化学メカニズムをベースとした PSC にスクアライン色素を取り入れること

で、エネルギー変換効率が 38%向上したと研究者らは言う。 
 
 FRET をベースとしたこのようなヘテロ接合の PSC では、余分なエネルギーは一つの

分子から他の分子へと長距離間を移動することができる。近赤外領域の光を良く吸収する

スクアライン色素は、太陽電池のスペクトル吸収を広げる他に電気の伝送を向上させる。 
 
 このアプローチは様々な光吸収材料が相乗的に機能することを可能にして、また従来の

PSC に比べ後処理などの必要が無く、秩序だった高分子ネットワークを形成することが可

能となる。 
 
 「私たちの研究は、数件の課題を一度に解決するものです。」と本論文の筆頭著者であ

り Taylor 研究室のポスドク研究員の Jing-Shun Huang 氏は言う。「FRET を活用するた

めに太陽エネルギーの吸収に有効利用されてきた様々な材料を戦略的に組み合わせること

によって、高性能の太陽電池の実証に成功しました。」 
 
 本研究の論文の題名は、“Polymer bulk heterojunction solar cells employing Föerster 

resonance energy transfer”である。 
 
 論文の共同著者は、Tenghooi Goh 氏、Xiaokai Li 氏、Matthew Y. Sfeir 氏、Elizabeth 

A. Bielinski 氏、Stephanie Tomasulo 氏、Minjoo L. Lee 氏、および Nilay Hazari 氏であ

る。 
 
米国国立科学財団(NSF)、Yale Climate and Energy Institute、米航空宇宙局(NASA)、

米国エネルギー省が本研究への支援を提供した。 
 

 
翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子） 

 
出典：本資料は、米・イェール大学 (Yale University)の以下の記事を翻訳したものであ

る。 
“The fluorescent future of solar cells” 
（http://news.yale.edu/2013/05/06/fluorescent-future-solar-cells）   
(Used with Permission of Yale University) 
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(1096-9-1) 
【新エネルギー分野(太陽光発電)】 
 
仮訳 
 

フェルスター共鳴エネルギー移動をベースとした 
高分子バルクヘテロ接合太陽電池 

 
 
アブストラクト 
高効率の高分子太陽電池(polymer solar cells: PSCs)を実現するには、2 つの重要な課題

を解決する必要がある。一つは光のスペクトル吸収の領域を拡大すること、そして光生成

された励起子を効率的に捕獲することである。本論文では、スクアライン色素を取り入れ

た、フェルスター共鳴エネルギー移動をベースとしたヘテロ接合の PSC について説明す

る。近赤外領域におけるスクアライン色素の高い光吸収力が PSC のスペクトル吸収を拡

大し、また電荷輸送を強化する秩序だったナノ形態の展開を促進させる。フェムト(1000
兆分の 1)秒の分光器による調査では、ピコ秒のタイムスケールでの、ポリヘキシルチオ

フェン(Poly(3-hexylthiophene))からスクアライン色素への高効率(最高 96%)な励起エネ

ルギー移送を確認した。エネルギー変換効率は、従来に比し 38%向上した結果、4.5%を

達成したことを実証し、このシステムが長距離間の励起子の移動を向上させたと考える。

この PSC 構造は、従来の複数の混合システムを超越するものであり、それぞれのスペク

トル感度を持つ複数のドナー材料が相乗的に機能することを可能とさせ、それにより光の

吸収と変換を向上させる。これにより、高効率の PSC 開発への新しい道筋が開かれる。 
 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子） 
 
 
 
出典：本資料は、NATURE PHOTONICS の以下の記事のアブストラクトを翻訳したもの

である。 
“Polymer bulk heterojunction solar cells employing Förster resonance energy transfer” 
（http://www.nature.com/nphoton/journal/vaop/ncurrent/pdf/nphoton.2013.82.pdf）    
Translated by permission from Macmillan Publishers Ltd: Nature Photonics 7, 479-485 
(2013)   doi:10.1038/nphoton.2013.82   copy right (2013) 
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(1096-10) 
 
【バイオテクノロジー分野（医療システム）】ナノ結晶 銅イオン  
【電子･情報分野（家電）】 
 
仮訳 
 

完璧にドーピングされた量子ドットが鮮やかに発色（米国） 
 
〔2013 年 5 月 10 日〕 
 量子ドットは、極めて小さなナノ結晶であり、

染料生産、バイオイメージング、そして太陽エネ

ルギー生産において使用が可能という他には類を

みない光学的・電子的特性を有する。イリノイ大

学シカゴ校(UIC)の研究者が、正確に銅イオンを

あらゆる量子ドットに導入する方法を開発した。 
 
 これらの「ゲスト」イオンの導入はドーピング

と呼ばれ、量子ドットの光学的特性を微調整し、

鮮やかな色彩を製造する可能性を切り開く。 
 
 「結晶度が完璧になると、量子ドットには誰も

予想しなかったことが起こる－それらは発光性が

非常に高まり、結果として世界最良の染料となる

のだ」と語るのは、UIC の化学科助教授で本研究

の責任者でもある Preston Snee 氏である。 
 
 本研究結果は「ACS Nano」誌に報告されるが、

出版に先だってウェブサイトで閲覧可能である。 
 
 ゲストイオンを結晶格子に組み入れることは困難を極める、と語るのは UIC 大学院生で

本論文の第一著者である Ali Jawaid 氏である。個々の量子ドット内のイオン数をコントロ

ールするには注意が必要である。ただ平均的な数のゲストイオンをターゲットにしていて

は、最良の電子的・光学的特性を有する量子ドットは生産できない。 
 
 Jawaid 氏は完璧な量子ドットを必ず銅イオンでもってそれぞれドーピングし、生産す

る手順を開発した。この方法では、他のゲストイオンに代えても同じ結果を得ることが可

能になると、Snee 氏は確信している。 

Quantum Dots doped with copper. 
銅にドーピングされた量子ドット 
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「これにより、ドーピングされた量子ドットシステムを幅広く研究するチャンスが開かれ

る」と、Snee 氏は語った。 
 
 UIC の Donald Wink 氏と Leah Page 氏、そしてアルゴンヌ国立研究所の Soma 
Chattopadhyay 氏もまた、本研究の共同研究者である。 
 
 本研究は、UIC 及び UIC Chancellor’s Discovery Fund と the American Chemical 
Society Petroleum Research Fund から支援を受けた。Materials Research Collaborative 
Access Team(MRCAT)は、アルゴンヌ研究所の先端放射光施設(Advanced Photon Source)
にて X 線の構築及び作動を行う協会であり、米国エネルギー省と MRCAT 機関会員より支

援を受けている。先端放射光施設の利用は、コントラクト DE-QC02-06CH11357 の下、

DOE の基礎エネルギー科学部の支援を受けた。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 室井 紗織） 
 
出典：本資料は、米国・イリノイ大学シカゴ校（University of Illinois at Chicago）の以

下の記事を翻訳したものである。 
“Perfectly doped quantum dots yield colors to dye for” 
http://news.uic.edu/quantum-dot 
Used with Permission of University of Illinois at Chicago 
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(1096-11) 
 
【蓄電池･エネルギーシステム分野（スマートグリッド、スマートコミュニティ）】 
【国際展開支援分野（スマートコミュニティ実証）】 
 
仮訳 
 

電力ネットワーク開発の構想が現実に（欧州） 
 
 

〔2013 年 5 月 15 日〕 
環境負荷を大幅に減らし、需要者がシステムの調整

の一翼を担うことが可能な電力ネットワークの開発に

向けた欧州の構想が現実となってきた。これは、（研究

開発）プロジェクト『ADDRESS（'Active Distribution 
Network with Full Integration of Demand and 
Distributed Energy Resources'の略）』の成果でもあ

る。 
 
 5 年間に渡る本プロジェクトは、欧州共同体によ

る第七次フレームワーク･プログラム（FP7）のエネル

ギー分野に属する「相互運用型（対話型）エネルギー配給ネットワークの開発

（Development of Interactive Distribution Energy Networks）」の要請に応えるものであ

った。 
 
 同要請の目的は、再生可能エネルギーや分散型電力源を電力グリッドにより良く接続

し、同時に利用者の需要の柔軟性をこの柔軟性を活用するために開発されたリアルタイム

での電気料金設定のような、適切な経済的シグナルを通じて最大限に活用することにある。 
 
 ADDRESS プロジェクトは、「Smart Grids European Technology Platform（スマー

トグリッド欧州技術プラットフォーム）」のビジョンどおりに、ネットワークを柔軟性があ

り、利用しやすく、高信頼で経済性のあるものにすることを目的とした将来の電力ネット

ワークに焦点を当ててきた。これを実行するため、プロジェクト関係者は、需要者の家や

発電システムのレベルにおいて、技術的な解決策を展開してきた。こうすることで、一般

家庭や小規模事業者がアクティブ･デマンド(Active Demand)プログラムに参加すること

が可能となる。これにより、経済的インセンティブにより、需要者が自身の電力需要をア

グリゲーターの要求に応じて変更が可能となり、エネルギー市場や電力システムのサービ

スを提供できるようになる。 
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 アクティブ･デマンドは、需要者にとっての利益を提供できる柔軟性を通じて、「再生

可能エネルギー源(Renewable Energy Resources)」の開発の制約をなくして支援する 1 つ

の方法であると、ADDRESS プロジェクトチームは確信している。 
 
 アクティブ･デマンドに向けた包括的な商業的・技術的フレームワークはすでに開発

されており、試験研究がイタリアにて完了している。一方で、他の研究が現在フランスと

スペインで実行されている。本研究は、ADDRESS システムを一般家庭、中圧送電コント

ロールセンター、そしてネットワークに設置して実行された。家庭用スマート電気製品の

中には、従来の家電製品をコントロールするスマート･プラグと、アグリゲーターの信号を

受信して家電を操作するエネルギー･マネージメント･ボックスが組み込まれている。 
 
 欧州 11 ヵ国から集まる 25 機関のパートナーからなる ADDRESS 共同研究は、試験

の実施場所として、スペインの温暖地域やフランスの寒冷地域など、様々な気候を選んだ。

これは、設備や利用形態を変えて実験を行うことを意味する。ネットワーク構成や受け入

れ条件を多様にすることで、本研究の構想全体が実証されると考えられる。 
 
Enel Distribuzione 社（イタリアの電力公社）でプロジェクト･コーディネーターを補佐

する Marina Lombardi 氏は、次のように語る。「イタリアでの試験を終え、我々は現在ス

ペインの約 300 世帯、フランスの約 30 世帯において、システムの試験を行っている。世

帯主は、我々と共にシステムをテストすることに合意している。これは、スペインでは電

気料金の 20%を節約でき、またフランスでは参加すると 50 ユーロ、さらにアクティブ･

デマンドの要求ごとに追加で 0.50 ユーロ（商品券で）というインセンティブに促進された

結果である。」 
 
 各世帯に設置された機器により、家主はアグリゲーターの信号を受信し、エネルギー･

マネージメント･ボックスが需要を調整することが可能となる。 
 
 試験研究の評価については、次のように説明する。「需要者の経験や、彼らの生活が

この新たなシステムに適応している様子を正しく判断するために、我々はアンケートや、

個々へのインタビューなどを依頼する予定だ。」 
 
 本プロジェクトの総予算は 1,600 万ユーロで、うち 900 万ユーロを EU が資金提供を

行った。 
 
本プロジェクトの成果は、5 月 23 日にローマの Enel ホールにて行われる最終国際ワー

クショップで発表される。 
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さらなる情報は以下のウェブサイトを参照： 
http://www.addressfp7.org/ 
 

 
翻訳：NEDO（担当 総務企画部 室井 紗織） 

 
 
出典：本資料は、欧州連合 CORDIS の以下の記事を翻訳したものである。 
“A vision turns into reality in the development of electricity networks” 
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=3
5727 
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(1096-11-1) 
 
【蓄電池･エネルギーシステム分野（スマートグリッド、スマートコミュニティ）】 
【国際展開支援分野（スマートコミュニティ実証）】 
 
仮訳 
 

「ADDRESS」：プロジェクト（欧州） 
ADDRESS の構想 

 
ADDRESS（Active Distribution network with 

full integration of Demand and distributed energy 
RESourceS の略）プロジェクトの目標を達成し、成

果を有効に活かすことにより、欧州スマートグリッ

ド技術プラットフォームの構想は現実となる。つま

りは、柔軟性があり、高信頼で、利用しやすく、経

済性のあるネットワークが実現する。ADDRESS が、

どのようにして構想に価値を付加させるかを見てみ

よう。 
 
柔軟性の向上 

 需要者(生産者であり消費者である者：積極的

行動でもって電力を生産・消費する利用者)
を喚起して、アクティブ･デマンドを可能にす

る柔軟性や順応性の向上を図る 
 ローカル及びグローバルレベルでのエネルギ

ーフローのリアルタイムな最適化の提供 
 
信頼性の向上 

 送配電のコントロールやリアルタイム･ネッ

トワークの管理のための技術開発 
 ネットワークの運用をより安全にし、電力シ

ステムの効率性を高めるために電力負荷の柔

軟性を活用する 
 
利用法の向上 

 アクティブ･デマンド及び分散型発電（DG: Distributed Generation）と再生可能エ

ネルギー源（RES: Renewable Energy Resources）の完全統合に対する商業や規制

アクティブ･デマンド 
 
What 
 
価格や需要量の信号に基づいたリアル

タイム（20～30 分）のやりとりによる

一般家庭や商業需要者の市場へのアク

ティブ（活発）な参入、また様々な電

力システム関係者へのサービスの供給 
 
Why 
 
アクティブ･デマンドは、将来のスマー

トグリッドという状況において、分散

型発電やエネルギー貯蔵システムと共

に、重要な役割を果たす。すべての関

係者に経済的な利益を提示し与える柔

軟性を通じて、RES の制限をなくし、

開発を支援することができる。 
 
How 
 
アクティブ･デマンドの開発に向けた

包括的な商業的･技術的フレームワー

クを展開。これは主に、需要者（生産

者であり消費者である者）の敷地に設

置される機器に関連する：電化製品

（“純粋”な電気負荷）、分散型発電機（太

陽光発電や小型タービンなど）、そして

熱や電気エネルギー貯蔵システム 
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に関する障壁を除外する解決法の提案 
 
経済性の向上 

 あらゆるマーケット関係者が電力経済に有益な参入をすることにより、ローカル及

びグローバルに値引きが起こり、電気料金の引き下げを示唆するエネルギー市場で

の競争力が実現 
 持続的な成長やエネルギー消費を可能にするため、アクティブ･デマンドと DG 及び

RES を結合 
 
アクティブ･デマンドに対応するため、新たなアプローチがADDRESSに取り入れられる

予定である。それは“ジェネレーション･アプローチ”に対比して、“デマンド･アプロー

チ”と呼ばれ、特に分散型発電（DG）などの発電に対応するために主に使用される。 
 

DGや大規模事業主に反して、一般家庭の需要者は単に経済的な報酬によって動機付け

られるわけではない。また、彼らが提供できるサービスや柔軟性を正確に前もって明らか

にすることはできず（例えば適切な機器不足のため）、またする傾向もない。一般家庭の

需要者は、サービスを“提供”することはない。それゆえ、彼らが行えるサービスは、価

格や需要量が信号メカニズムを通じて“要求”されるか、任意や契約に基づいて提供され

る予定である。 
 

需要者側によるこのアプローチを支援するため、家屋やアグリゲーターとの接合部分に

おいて、適切な技術が開発されると共に、社会的、文化的、そして行動的な要因を扱うた

めに、関連する付随措置が研究されなければならない。 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 室井 紗織） 
 
 
出典：本資料は、「ADDRESS（Active Distribution network with full integration of 
Demand and distributed energy RESourceS）」の HP のうち、「Project」の中の以下を翻

訳したものである。 
“The ADDRESS vision” 
http://www.addressfp7.org/index.html?topic=project_vision 
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(1096-12) 
 
【蓄電池・エネルギーシステム分野（スマートグリッド、スマートコミュニティ）】 
【国際展開支援分野（スマートコミュニティ実証）】 
 
仮訳 
 

欧州技術プラットフォーム：SmartGrids 
将来の欧州電力ネットワークのための構造と戦略 

 
（1. エグゼクティブサマリー(要旨)のみ翻訳） 

 
1. 要旨 
 
 欧州の電力ネットワークは過去数十年の間、電力事業者と消費者との間の重要な連係

の役割を果たしてきた。こうしたネットワーク基盤は主として炭素を排出する大規模な

発電技術に合わせて開発されたものであり、電力を必要とする中心地から離れた場所に

建設されている。欧州が現在直面しているエネルギー上の挑戦は、これまでの電力時代

の景観を変えるものである。 
 
 低炭素発電技術に向けた動きに加え、消費側のエネルギー効率が大きく改善されたこ

とも相まって、消費者と電力ネットワークはより双方向に作用し合うようになるだろう。

より消費者を主体としたネットワークが実現されるのはまだ先になるが、こうした基盤

の変化がネットワークの設計や管理に重大なインパクトを与える。 
 
 これに関連して、2020 年以降の欧州電力ネットワークの共通ビジョンを描くための

欧州技術プラットフォーム(European Technology Platform: ETP)SmartGrids が 2005
年に設置された。このプラットフォームには産業界、送配電システム管理事業者、調査

団体、規制機関等の代表らが参加している。明確な目的を掲げ、欧州と電力利用者に利

益をもたらすビジョンを実現させるための、大掛かりな戦略提案を行う。 
 
 
エネルギー政策の背景 

 欧州委員会が 2006 年に発表した政策提案書(Green Paper)「A European Strategy 
for Sustainable, Competitive and Secure Energy」(持続可能で、競争力のある、安

全な欧州エネルギー戦略)では、欧州がエネルギー新時代に突入したことが強調されて

いる。欧州エネルギー政策の最重要課題は、持続可能で競争力があり、かつ安定供給を

実現するものでなければならず、これには政策と手段が明確に一貫している必要がある。
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欧州における電力市場及びネットワークはエネルギーシステムの中心に位置しており、

新たな課題を克服するためにはこれらの発展が必要とされる。将来的に欧州全土を網羅

する電力グリッドは、大規模集約型発電と小規模分散型電源の両方を最大限に有効活用

し、全ての消費者に対して高信頼でコスト効率の高い電力を供給できなければならない。 
 
 
共有ビジョン 

SmartGrids の掲げるビジョンとは、欧州の将来の需要を満たす電力供給ネットワー

クに向けた進路を決定するための、研究・開発・実証を行う大胆なプログラムのことで

ある。欧州の電力ネットワークには次の要素が求められる。 
 

 柔軟性：今後起こる変化や課題に対処しながらも、利用者の要求を満たす。 
 アクセス性：特に再生可能なエネルギー源や、CO2排出がゼロ又は少ない高効

率ローカル発電にネットワーク利用者全てがアクセスできるよう許諾を行う。 
 信頼性：災害や不測の事態からの回復力を持ち、デジタル時代の要求に即した

供給の安全性や品質の保証及び改善を行う。 
 経済性：イノベーション、効率的エネルギー運営、及び「公平な条件」下にお

ける競争や規則を通じ、最大限の価値を生み出す。 
 
 
 さらなる発展に適応するための柔軟性を維持する一方で、SmartGrids の掲げるビジ

ョンでは確実に成功を納めるための最新技術を採用している。パワーエレクトロニック

技術によって供給品質が改善されると同時に、電力輸送を増やし、エネルギー損失を減

らすネットワーク技術によって供給効率が高められる。シミュレーションツールの進化

によって実用面での革新的技術の移転が大いに促進される。マーケットシグナルが技術

効率や商業効率の向上を可能にするうえで必要なシステムのあらゆるレベルで、通信、

計測、ビジネスに関するシステムの発達が新たな機会を生み出すことになるだろう。 
 
 
実現を目指して 

 21 世紀にもたらされる課題やチャンスに取り組んで欧州の電力グリッドが社会の期

待に応えるには、研究努力の強化と継続が必要とされる。リスクを最小限に抑え、企業

がビジネスにおける意志決定を安定した環境下で行えるようにするうえで、一貫した方

法で技術・商業・規制に関する要因に対処していくことが不可欠となる。 
ビジョンに含まれる重要要素： 

 迅速かつコスト効率良く設置することが可能な、実績のある技術的解決法のツ

ールボックスを用意し、既存のグリッドをあらゆるエネルギー源からの供給に

適応できるようにする。 
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 欧州における規制や商業構造を調和させることで電力事業者やグリッド管理

会社が国境を超えて行う取引を促進させ、彼らが広範に及ぶ様々な状況に確実

に対応できるようにする。 
 オープンアクセスを確実なものにするため、共通の技術基準やプロトコルを導

入し、あらゆる製造業者から設備を調達できるようにする。 
 情報・演算・通信に関するシステムの開発を行い、企業が効率を改善し、顧客

向けサービスを向上させるうえで必要となる革新的なサービス方法を利用で

きるようにする。 
 自動化および制御方法の相互運用を確保するため、新規のグリッド設備設計と

従来のものとの連結を確実なものにする。 
 
 上述およびこれ以外の要素に関しての取り組みは、技術プラットフォームが 2006 年

に作成した「Strategic Research Agenda」(戦略的研究アジェンダ)を通じて行われる予

定。 
 
 
恩恵をもたらす 

 SmartGrids のビジョンから生まれたプロジェクトによって、新たな電力ネットワー

クやこれに関連する情報技術におけるイノベーションを刺激する。新技術がもたらす恩

恵は欧州市民や国際企業に有益な効果を生み出す。電力ネットワークには新たなスキル

を持った労働者や新技術に関する各分野の統合が必要となり、雇用機会も広がると見込

まれる。 
 
 SmartGrids は持続可能な発展の実現を手助けする。種類は異なるものの補完的な再

生可能エネルギー源が発見されている他の国々と欧州との結びつきは強まるだろう。ま

すます自由化する市場が、成熟した関連ビジネスの機会を振興する。電力の流れに加え、

SmartGridsのネットワークは電力事業者と消費者の間に双方向の情報の流れを生み出

す。 
 
 将来の持続可能なエネルギーシステムへの移行を成功させるためには、政府、規制機

関、消費者、電力事業者、トレーダー、卸電力取引所、通信事業者、送配電事業者、電

力設備製造業者、ICT プロバイダーといった全ての利害関係者が関与する必要がある。

これには地域、国家、および欧州といった各レベルにおける調整が不可欠であり、

SmartGrids技術プラットフォームはこのプロセスを促進するために設置された組織で

ある。 
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翻訳：NEDO（担当 総務企画部 望月 麻衣） 
 

出典：本資料は、欧州連合(EU)の以下の記事を翻訳したものである。 
“European Technology Platform SmartGrids” 
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/energy/docs/smartgrids_en.pdf 
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(1096-13) 
【材料・ナノテクノロジー分野(革新的材料・ナノテクノロジー)】  

                   
仮訳 
 

Planes, trains and automobiles: faster, stronger, lighter 
New technique advances carbon-fiber composites 

Jennifer Chu, MIT News Office 
 MIT News 

 
航空機、列車、自動車がより速く、より強く、より軽量に（米国） 

新たな技術が炭素繊維複合材を進化させる 
2013 年 5 月 20 日 

 
 

このところ航空宇宙工学の分野では、燃料コストの削減のために軽量化された翼、機体、

着陸装置を持つ航空機の製造に観られるように、軽量の材料が重要視されている。 
 

 近年では、航空機の軽量化に高度な炭素繊維複合材が利用されている。この材料は少量

でも強度がアルミニウムやチタニウムに匹敵し、ボーイング 787 やエアバス 380 などの航

空機に利用され、それらの重量を 20%削減している。 
 
 次世代の商業航空機の開発のために、カーボンナノチューブ(carbon nano tubes: CNTs)
でコーティングされた炭素繊維複合材などのより強く軽量な材料が求められている。

CNTs は結晶炭素の微細なチューブで、ある特定の形態に配置されるとその強度が鋼の数

百倍に向上する一方で重量はたったの 1/6 に減少し、航空機だけでなく車輌、列車、宇宙

船や人工衛星などでの利用に魅力のあるものとなる。 
 
 しかしこのような複合材の実現化に対する大きな障壁は、ナノスケールにある。科学者

らは炭素繊維上に CNTs を成長させようと試みてきたが、そうすることにより下部の炭素

繊維が著しく劣化し、その本来の強度が損なわれてしまう。 
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そこでマサチューセッツ工科大学(MIT)の研究チームは、炭素繊維のこのような劣化の

原因を解明し、繊維の強度を保持する技術を開発した。これらの技術を利用して、炭素繊

維が劣化することなく CNTs でのコーティングが可能となり、以前のナノチューブをコー

ティングした繊維に比べて繊維強度が 2 倍になった。これにより強度が向上したばかりで

なく、導電性がより向上した炭素繊維複合材開発への基礎ができた。研究者らによると、

この技術は既存の繊維製造プロセスに容易に導入できると言う。 
 
 「これまでは、材料の一部を改善しただけで、その下にある繊維を劣化させていました。

これはトレード・オフの関係で、望むもの全てを手に入れることはできませんでした。」と

MIT の宇宙航空学の準教授である Brian Wardle 氏は言い、次のように続ける。「今回の技

術開発によって、望むもの全てが手に入ります。」 
 
 Wardle 準教授とその同僚たちによる本研究の詳細結果の論文は、ACS Applied 
Materials and Interfaces 誌に掲載されている。共同著者は、大学院生として本研究に貢

献したポスドクの Stephen Steiner 氏、Wardle 準教授の研究室の学部生であった大学院

生の Richard Li 氏である。 

 

 

 
 

本研究チームの一員であるポスドクの Stephen Steiner 氏（右）と大学

院生 Richard Li 氏 
写真提供: David CASTRO-OLMEDO/MIT 
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繊維劣化の原因の解明 

 
 炭素繊維の製造方法を理解するために、MIT の研究チームは日本、ドイツ、米国テネシ

ー州にある炭素繊維製造工場を訪れた。そこで繊維製造プロセスのある側面に注目した。

製造中に繊維は高温に加熱され、その破壊点近くまで引き延ばされるのだ。これとは対照

的に、研究室で炭素繊維に CNTs を成長させようと試みた研究者らは繊維の製造プロセス

に張力を利用していなかった。 
 
 Li 氏と Steiner 氏は、自分たちの目で確認した繊維製造プロセスを再現するために、グ

ラファイト製の小さな装置を作った。この装置に人の髪の毛の 1/10 の細さの炭素繊維をギ

ターの弦のように一本ずつ張り、それぞれの繊維の両端に小さな重りを取り付けて、繊維

をピンと張らせた。それからまず繊維を一連の特殊なコーティング材で覆ってから、炉の

中でそれらの繊維を熱した。その後は化学蒸着(chemical vapor deposition: CVD)法で、そ

れぞれの繊維にナノチューブの綿毛状の層を成長させた。 
 
 繊維上にナノチューブを成長させる場合、通常は鉄などの金属触媒で繊維を覆う必要が

あるが、研究者らはこのような触媒も繊維の劣化の要因になっていると仮定した。しかし

Steiner 氏と Li 氏は、実験により繊維の劣化のたった 15%が触媒によるものであることを

発見した。 
 
 「これを発見した時、金属触媒は問題の原因となる主犯というより、共犯者であったこ

とがわかりました。」と Steiner 氏は言い、次のように続ける。「繊維にほんの少しのダメ

ージしか与えておらず、全体を損なっているものではないことがわかりました。」 
 
 研究チームはその後更に実験を重ねて、繊維劣化の主な原因がこれまで把握されていな

かった機械化学的な現象によるものであることを発見した。この現象は、炭素繊維が特定

の温度を超えて加熱され張力を失うことにより起こるものだ。 
 
 
ヘアリンスの作用を逆行させる 

  
 繊維劣化の原因を解明した後、研究者らは強度を保持した繊維の上に CNTs を成長させ

る 2 通りの実践的な方法を開発した。 
 
 研究チームは最初に、炭素繊維をアルミナセラミックの層で覆って「覆面炭素繊維」を

作り、繊維を劣化させることなく鉄触媒が繊維に貼り付くようにした。しかしこの方法に

は困難な点が伴った。アルミナの層が剥げ落ちてしまうのだ。 
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 そこで研究チームはこのアルミナを保持するために、K-PSMA と呼ばれるポリマーコー

ティング材を開発した。Steiner 氏によれば、このコーティング材はヘアリンス作用を逆

行させたようなものであると言う。ヘアリンスには一見矛盾した 2 つの化学的特性がある。

リンス材を髪に貼り付かせる吸水成分と、髪の毛羽立ちを防ぐ防水成分である。これと同

様に、K-PSMA は親水成分と疎水成分を含んでいるが、まず防水成分が炭素繊維に貼り付

き、一方で吸水成分はアルミナと金属触媒を引きつける。 
 
 研究者らは実験において、繊維表面のプレエッチングなど他のプロセスを追加する必要

無く、コーティング材によりアルミナと金属触媒が貼り付くことを確認した。コーティン

グを施した繊維に張力を加え、繊維にダメージを与えること無く CNTs を成長させること

に成功した。 

 
 2 番目の方法では、 Steiner 氏はナノチューブ成長時の温度を下げることによって、張

力の必要性を取り除くことが可能であることを観察した。前述の K-PSMA を使ったナノ

チューブ成長プロセスを利用して、研究チームはかなり低い温度、つまり通常利用される

温度よりも 300℃低い温度で、下部の繊維へのダメージを避けながらナノチューブを成長

させることが可能であることを実証した。 
 
 「このプロセスにより、必要とされるエネルギーやガスの消費量だけでなく、繊維に加

える必要があった添加物の量も削減できるようになりました。」と Steiner 氏は述べ、次の

ように付け加える。「このプロセスは実際にはとてもシンプルで、費用対効果が高いです。」 

 

 英国インペリアル・カレッジ・ロンドンの材料化学の Milo Shaffer 教授によれば、同教

授の研究チームの炭素繊維製造技術が、電極やエアフィルターで利用する複合材の設計に

有効であるかもしれないと言う。これに向けた次のステップでは、繊維の様々な層とコー

ティング材が確実に保持されるようにすることだと同教授は言う。 
 
 「この結果は、次世代の「毛状の炭素繊維」開発に取り込まれる重要な要因を示してい

ます。」と本研究には関わっていない Shaffer 教授は言う。「「ナノチューブ」の貼り付けの

ための様々なコーティングの組合せの効果と、最終的かつ最も重要な、複合材での繊維—

マトリクスの接着については、更なる研究が必要です。」 

 
 研究者らは前述の 2 通りの方法について特許を申請し、あらゆるアプリケーションにこ

れらの技術を取り入れたより高度な繊維複合材実現の構想を描いている。 

 
 「先進的な航空宇宙構造部材への応用のために、材料化学開発を取り入れている研究者

はそう多くありません。」と Steiner 氏は言う。「このことは特に面白く、環境や航空宇宙

輸送機の性能に大きな影響を与える現実的な可能性があると思います。」と同氏は付け加え
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る。 

 
 

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。 
“Planes, trains and automobiles: faster, stronger, lighter   New technique advances 
carbon-fiber composites” 
（http://web.mit.edu/newsoffice/2013/technique-advances-carbon-fiber-composites-052
0.html）  
(Reprinted with permission of MIT News: http://web.mit.edu/newsoffice/) 
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(1096-13-1) 
【材料・ナノテクノロジー分野(革新的材料・ナノテクノロジー)】  

 
仮訳 
 
 

階層的炭素繊維合成における機械化学的な強度損失の原因回避 
 
 
アブストラクト 
 

 
 
カーボンナノチューブ(carbon nanotubes: CNTs)のラジアル配列が層を成した階層的な炭

素繊維(carbon fibers: CFs)は、高度な強化繊維複合材(例：グラファイト/エポキシ樹脂)の
内部および層間特性の向上と、蓄電池やスーパーキャパシタ構造用の大面積電極を可能と

させる有望な候補である。CFs 上の化学蒸着(chemical vapor deposition: CVD)法による

CNTs の成長では、繊維とポリマーマトリクス間の見かけ上の剪断強度が向上（最高 60%
まで）したことが以前の実験で示されているが、今日までこれは下部の繊維の引っ張り強

度(30～50%)と剛性(10～20%)の顕著な減少を伴ってのみ達成されている。この度、我々の

研究チームは、繊維の強度と剛性の保持を可能とさせる整列・非整列の CNTs を、CFs 上

に成長させる 2 通りの方法を実証した。CVD 法が誘引した繊維強度と剛性の減少は、炭

化水素含有および不活性雰囲気において張力を加えずに 550℃超の温度に加熱された際の

下部繊維の機械化学的な再組織化が主要な原因となっている。CVD 処理中に引っ張り強度

の≥12%まで繊維に張力を加えることにより、CNT の整列した成長が可能となり、同時に

成長温度が>700 °C であっても繊維の強度と剛性が保持されたことを確認した。また、

480℃で、つまりこれまでに確認されている繊維強度が損なわれる温度以下で、CO2/アセ
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チレンを使った引っ張り無しのCNT成長でも、繊維の強度が保持されることを確認した。

これらの結果は、これまで未確認であった階層的 CFs の合成の発現メカニズムを明らかに

し、拡張可能で容易な製作方法を実証するものである。 
 

 
翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子） 

 
出典：本資料は、米国化学会 (American Chemical Society)の以下の記事を翻訳したもの

である。 
“Abstract” of “Circumventing the Mechanochemical Origins of Strength Loss in the 
Synthesis of Hierarchical Carbon Fibers” 
（http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/am4006385?prevSearch=Wardle&searchHistory
Key）   
Reprinted with permission from ACS Appl. Mater. Interfaces, Article ASAP 
DOI: 10.1021/am4006385 Publication Date (Web): April 24, 2013.  
Copyright (2013) American Chemical Society 
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(1096-14) 
【材料・ナノテクノロジー分野（革新的材料・ナノテクノロジー）】 

 
仮訳 

高導電性を有するフレキシブルなグラフェン・パターンの 

インクジェット印刷(米国) 

2013 年 4 月 8 日 

 
要約 

 高導電性を有し、コンフォーマルかつフレキシブルな電極を、とりわけ低コストで大面

積に印刷する能力は、プリンティッド・エレクトロニクスにおいて、重要な技術的課題で

ある。本 Letter 誌では、フレキシブルエレクトロニクスに適したインクジェット印刷を用

いた高導電性を有するグラフェン・パターンを実証する。インクは環境に無害な溶剤であ

るエタノールと安定した高分子であるエチルセルロースを使ったグラフェンの溶液相剥

離剤によって作られる。インクジェット印刷によるグラフェンは、均一な形態やフレキシ

ブルな基板との適合性、曲げ応力への優れた耐性を示しつつ、250℃で熱アニールを 30 分

間行った後、4MΩ･cm という低い抵抗率を獲得した。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 勝本 智子） 
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出典：本資料 Journal of Physical Chemistry Letters の以下の記事を翻訳したものである。 
“Inkjet Printing of High Conductivity, Flexible Graphene Patterns” 
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jz400644c 
 (Copyright © 2013 American Chemical Society. Used with permission.) 
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(1096-15) 
 
【新エネルギー分野（風力発電）】 
 
仮訳 
 

 
浮体式洋上風力タービンの米国初となる 

グリッド接続プロジェクトをメイン州で開始 
2013 年 5 月 31 日 

 
 
 【ワシントン】エネルギー省は本日、メイン州 Castine 海岸沖に設置される国内初と

なるグリッド接続された浮体式洋上風力タービンのプロトタイプについて発表を行っ

た。メイン大学がリードする当該プロジェクトは、世界で初めてコンクリート複合材製

の浮体式プラットフォーム風力タービンを具体化したものである。これにより、クリー

ンな国内エネルギー資源によって米国のエネルギーミックスを多様化できる、革新的な

クリーンエネルギー技術における米国のリーダーシップが強化される。 
 
 「米国内の膨大な再生可能エネルギー資源を開発することは、よりクリーンで、より

多くのエネルギー選択肢を国内にもたらすために、エネルギー省が『all-of-the-above 
strategy』として取り組む重要課題の一つです。」と同省の Wind and Water Power 
Technologies Office(風力・水力技術局)局長を務める Jose Zayas 氏は言う。「Castine
海岸沖における風力プロジェクトは、米国がこの急速に成長するグローバル産業におけ

るリードを確かなものにする重要な意味を持つ投資であり、膨大な未開発エネルギー資

源を市場にもたらし、さらに新たな雇用を全国に創出する手助けにもなります。」 
 
 米国にとって洋上風力発電は膨大な未開発エネルギー資源であり、米国が現在有する

発電能力の 4 倍にあたる 4,000 ギガワットを超える、クリーンな国産エネルギー源とな

る可能性を秘めている。エネルギー省が最近行った委託調査レポートによれば、こうし

た豊富な国内資源をうまく活用することで、米国の洋上風力産業が製造、建設、管理、

物流に関わる 200,000 人分の雇用を全国で生み出し、さらに 2030 年までに年間 700 億

ドル超の投資運用が可能であるという。メイン州では、米国の他の多くの沿岸と同様に

こうしたクリーンで再生可能なエネルギー資源の大部分は深海海域にあり、従来のター

ビン技術は実用的でない。本日発表されたような革新的な浮体式洋上風力タービンを用

いることで、米国に新たな経済やエネルギー面でのチャンスをもたらすだろう。 
 
 エネルギー省から 5 年間にわたって 1200 万ドルの資金提供を受け、メイン大学と当

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1096, 2013.6.19

43



該プロジェクトパートナーらが浮体式洋上風力タービンの大掛かりな設計、立案、テス

トを行い、その後、高さ 65 フィートの VolturnUS のプロトタイプを製造、設置した。

商業用設備の 1/8 スケールのこのプロトタイプを用いて、当該プロジェクトで浮体式風

力タービンの設計を実証し、改良するためのデータを収集し、同時に洋上風力コストの

削減を阻む技術課題の洗い出しを目指す。 
 
 メイン大学の設計には最先端材料が用いられており、これがシステム全体のコスト削

減に役立つと共に、高性能、高効率を確保している。例えば、浮体式風力タービンには

軽量な複合材料製のタワーに加え、低コストのコンクリート基礎を使ったユニークな半

潜水型プラットフォームが採用されている。5 年間のプロジェクトの一環として、メイ

ン海事大学はこれら先進的な設計のテストや分析の支援を行い、またメイン州

Pittsfield を拠点とする Cianbro Corporation 社は世界初となるこの風力エネルギーシ

ステムを構築するために必要な海洋エネルギーインフラや造船に関して、自社の持つ経

験を活用した。 
 
 別のプロジェクトでは、メイン大学は「Aqua Ventus I」と呼ばれる大規模な洋上風

力の実証を計画している。このプロジェクトはエネルギー省が昨年発表した洋上風力設

計 7 プロジェクトのうちの 1 つにあたる。同省は立案および設計段階が完了した時点で

3 プロジェクトに絞り込み、2014 年に追加の資金提供を行うことで製造および設置を

支援する。 
 
 エネルギー省が行う、米国風力エネルギー産業の成長を目指す幅広い取り組みに関す

る詳細は www.wind.energy.gov.を参照。 
 

 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 望月 麻衣） 
 

出典：本資料は、米国エネルギー省(DOE)の以下の記事を翻訳したものである。 
“Maine Project Launches First Grid-Connected Offshore Wind Turbine in the U.S.” 
http://energy.gov/articles/maine-project-launches-first-grid-connected-offshore-wind
-turbine-us 
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(1096-16) 
 
【バイオナノテクノロジー分野（医療システム）】ドラッグデリバリー MRI HIFU 
 
仮訳 
 

初期癌の検出においてEUの研究が前進（欧州） 
 
〔2013 年 5 月 24 日〕 
 EU から資金提供を受けた（FP7）プロジェク

トが、磁気共鳴映像法（MRI）と高密度焦点式超

音波法（HIFU）に基づいた新技術開発を通じて、

癌治療（ドラッグ）デリバリーの限界に挑んでい

る。 
 
 研究者は、MRI 誘導の HIFU と選択的ナノメ

ディシンを組み合わせることで、薬物放出のプロ

セスを空間的及び時間的に完全にコントロールし、

癌治療が必要な場所に必要な時に正確に行き届く

ことを可能とした。 
 
 NANOSMART(Smart Nano-systems for Advanced Cancer Therapy：先進的癌治療の

ためのスマートなナノシステム)プロジェクトは、2 つの主な目標を中心として構築されて

いる。1 つは、無機-有機ハイブリッドナノ球体に基づく、生体適合性があり（＝拒絶反応

を起こさない）熱に反応する斬新なキャリア（＝担体）（すなわち、体に拒否されることな

く、温度の変化により搬送物を放出するようプログラムされたキャリア）の設計である。 
 

2 つ目の目標は、MRI 誘導（薬物送達の標的箇所への案内誘導）による HIFU 誘発（薬

物を放出することを誘発）の薬物放出の体内及び体外評価を行うことである。本プロジェ

クトを支えるチームは、本案が個別の症状に対応できる化学療法となり、癌治療の大きな

一歩になると確信している。 
 
 癌研究分野の科学者が直面している最大の課題は、早期に疾患を発見することである。

統計によると、早期癌の発見と回復の見込みの間に直接的な相関関係があることは明らか

である。 
 
 しかし一旦癌が検出されても、病に冒された細胞に有効に的を絞り、進行を観察すると

いう課題がまだ残されている。これは、必ずしも簡単なこととは限らない。体の患部に治
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療を到達させるのは困難を極めるため、従来の治療選択肢では時には効果に制約があるの

だ。 
 
 さらに癌細胞は絶え間なく進行するほかに、転移や多剤耐性の細胞も発生する。この複

雑な死に至る病に立ち向かうには、新たな戦略が必要とされる。このような理由から、ナ

ノテクノロジーベースの解決策が急速なペースで開発され、診断や治療において極めて重

要な役割を果たす準備がなされている。 
 
 進行中のNANOSMARTによって開発されたスマートな新ナノデバイスの役割の1つは、

従来の方法よりもさらに的を絞って薬物を送達させることである。薬物送達を効果的に行

う上での問題は、治療の効能が減少することである。薬物送達（ドラッグデリバリー）の

ための選択的で安全なキャリアは、悪性細胞に徹底的に標的を絞ることができ－そして外

部からの（MRI に誘導案内され HIFU が薬物放出をする）手段によりコントロールされ

た刺激応答の動きが発揮される－、癌治療に革命をもたらすかもしれない。多機能なナノ

システムは、癌の診療や観察において、様々な搬送物－抗がん剤、遺伝子や造影剤－を（目

標）送達させるのに用いられる。 
 

これこそが NANOSMART プロジェクトの目標であり、本プロジェクトは 2014 年まで

行われる。プロジェクトチームは現在、特定部分の温度上昇に応じて、必要量の化学療法

薬を放出するという的を絞った搬送手段の開発に取り組んでいる。チームは、MRI にアシ

ストされた斬新な誘発ドラッグデリバリーにより化学療法は改善され、疾患の観察も向上

できると確信して、MRI 技術の開発を先駆けて行っている。 
 

本プロジェクトの研究は、FP7 協力プログラムの 10 テーマのうちの 2 番目「健康とナ

ノ科学、ナノテクノロジー、材料そして新生産技術」の中核を成している。スマートなド

ラッグデリバリーを行うナノデバイスの最新の研究は、先進的治療に与える大きな潜在的

影響があり、非常に多岐に渡る専門分野におけるアプローチが必要である。また、本プロ

ジェクトが育成させているものには、欧州のグループと産業パートナー間のさらなる協力

やネットワーク構築の機会もある。 
 
 
さらなる情報は、以下を参照： 
University of Utrecht  
http://www.uu.nl 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 室井 紗織） 
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出典：本資料は、欧州委員会 CORDIS の以下の記事を翻訳したものである。 
“EU research making headway in early cancer detection” 
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=3
5745 
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(1096-17) 
【電子・情報通信分野（家電）】 
 
仮訳 
 

原子スケールの調査が LED の効率における 
重要な謎を解き明かす（米国） 

2013 年 5 月 22 日 
 
MIT とブルックヘブン国立研究所の科学者が電子顕微鏡画像技術によって固体照明、即ち

LED の論争に決着をつけ、新たな実験の可能性をもたらした。 
 

 
 
ニューヨーク州、アプトン―薄型テレビの高解像度の光から何年も続けて使える電球ま

で、発光ダイオード(LED)は技術革新を続けている。よく知られているように LED の効

率と汎用性―そして、半導体レーザーや太陽光発電を含むその他の固体技術、即ち半導体

技術―により、LED の人気はますます高まっている。しかし、すべての潜在能力は未だに

未開発のままである。それには、これらのデバイスを作動させている半導体合金が科学者

を悩ませ続けているということがある。 
 
 議論を呼んだ論争は、高輝度の優れた LED 半導体の一つであるインジウム窒化ガリウ

ム (InGaN)をめぐるもので、材料中のインジウムに富んだクラスターが LED の優れた効

率に貢献しているか否かで専門家の意見が分かれていた。今回、マサチューセッツ工科大

学(MIT)と米国エネルギー省(DOE)ブルックヘブン国立研究所の研究者が、クラスターが

 
集束イオンビーム機器の傍らにいる CFN（ブルックヘブン国立研究所機能性ナノ

材料研究センター）の Kim Kisslinger 氏は、電子顕微鏡に準備するため InGaN
サンプルをちょうど 20nm の厚さまで薄くした。 
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効率の源でないことをはっきりと実証した。Applied Physics Letters 誌に 5 月 16 日付で

オンライン掲載された研究結果は、LED 技術の基礎的な理解を深め、新しい研究への道を

拓くものとなった。 
 
 「この発見は LED 界における重要な謎の解明に役立ち、他の高感度で最先端のエレク

トロニクスを進展させる革新的な実験的技術を示しました。」と語るのは MIT Materials 
Science and Engineering の Thomas Lord 准教授である Silvija Gradečak 氏。「この研

究によって、光とエネルギーを今までにない効率で提供可能な半導体技術を、真に修得す

ることに近づきました。」 
 

よりよい電球を作製 
タングステンやその他の金属でできた白熱光を放つワイヤーを使った昔ながらの電球

である白熱電灯は、エネルギーの僅か 5%しか可視光に変換できず、残りは熱として失わ

れる。蛍光灯では(発光)効率は約 20%まで上がるが、住居や職場を照らすために必要とさ

れる電力の 80%は依然として無駄になっている。これら二つの例からも、光は主たる効果

というより、発熱反応の副産物に過ぎず、本質的に技術を非効率にしている。 
 
 「半導体の光は電流を直接光子に変換します。」と語るのはブルックヘブン国立研究所

の機能性ナノ材料研究センター(CFN)の電子顕微鏡グループのリーダーで、本研究の共同

執筆者である Eric Stach 氏である。「LED 電球は半導体を使って、エレクトロルミネッ

センス(電界発光又は電子発光)と呼ばれるプロセスで発光させます。理論的にはこのプロ

セスの(発光)効率はほぼ 100%ですが、実験ではそのレベルまで達することはできません。

このような食い違いがこの研究の動機になりました。」 
 

この研究では、科学者は実用化で特に有望視されている LED 合成物である InGaN（発

 
CFN の低電圧の走査型透過電子顕微鏡によって作り出されたこれらの InGaN サンプル画像により、

時間による構造変化がないことがわかる。スキャンしてから 16 分後、いかなる損傷も分解もみられ

ず、高倍率(c)においても、LED 効率の中核をなすと考えられていたクラスターが全くみられない。 
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音は in-gan）に注目した。InGaN 合金は転移、つまり電気の流れや光生成を阻害する可

能性のある構造的な不完全性を含有しているが、なぜか非常に性能がよい。発光反応を理

解するために、物理学者は原子スケールで何が起こっているかを理解することが必要であ

った。しかし、研究者が調査を始めてから、すべての人が同じ結論に辿り着いたわけでは

なかった。 
 
論議を呼ぶクラスター 

「数年前に、ある研究者チームが InGaN サンプルの調査に電子顕微鏡を使用し、驚くべ

き現象を確認しました。材料が自然に分解し、このような分離されたインジウムに富んだ

クラスターを形成したようにみえたのです。」と

Stach 氏。「この作用で効率的な発光を説明すること

ができました。電子が InGaN の構造的な問題を避け

るように、クラスターが助けたようなのです。しかし、

その後、別のグループが、電子顕微鏡それ自体がクラ

スター分解を引き起こすのではないかと提起して、事

態はますます興味深くなってきました。半導体界は真

二つに分かれました。」 
 
 電子顕微鏡は、材料を調べるために光を用いるとい

うよりも、精密に調整した電子ビームをサンプルに照

射し、そして電子ビームがサンプルを通過する時に、

原子構造を明らかにするためその相互作用を検出す

る。InGaN 合金の調査に足る高解像度を得るために、

昔の実験で使用された電子顕微鏡では高電圧ビーム

が必要であった。議論は、効率的な発光のメカニズム

を発見するよりも、実験そのものがクラスターを作り

出したのか否かをめぐって繰り広げられた。 
 
改良された画像 

「ブルックヘブン研究所の CFN で入手可能な最新機

器が、この有望な材料の試験方法を変えました。」と Gradečak 氏。「CFN の収差補正さ

れた走査型透過電子顕微鏡(STEM)が LED サンプルに向けて新たな非破壊への窓を開き

ました。初めて、サンプルに影響を与えるデバイスの危険がなく、オングストローム―即

ち、1nm の 10 分の 1―レベルの詳細を把握することに成功しました。」 
研究者たちは、第一線の STEM 技術を高分解能電子エネルギー損失分光法(EELS)と組

み合わせ、サンプル通過時に電子のエネルギー損失を測定した。MIT のポスドク研究者で、

本研究の主執筆者である Kamal Baloch 氏と、CFN の Aaron Johnston-Peck 氏が実際に

これらの画像技術を、最初にクラスター論争を引き起こしたサンプルと同じものに適用し、

 
この走査型透過電子顕微鏡による

特定の InGaN サンプルの非破壊画

像が、最終的にインジウムに富んだ

クラスターが発光効率を促進して

いないことを実証し、10 年来の研

究が明らかになった。 
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問題の解決にあたった。 
 
 「効率的な発光が続いている間でさえ、実際にはこれらのサンプル中にインジウムに富

んだクラスターが存在しないことを発見しました。」と Baloch 氏は語った。「別の方法

で作り出される他のサンプルに、クラスターが発生する可能性は依然としてありますが、

重要なことは我々が InGaN 材料を調べるための確実な方法を確立したということです。

この驚くべき合金の謎を解く助けとなる、クラスター形成と発光との本質的な関係の探査

にこれらの非破壊画像技術を使うことができます。」 
 

高度な画像機器以上に、研究者たちはナノスケールのサンプル調整の専門家であるブル

ックヘブン研究所の物理学者 Kim Kisslinger 氏の技術を活用した。InGaN のサンプルは

ちょうど 20nm の厚さにまで薄くされたが、これは STEM 及び EELS の実験用材料の調

整に不可欠なステップである。さらに、サンプルは画像解像度に影響を与える恐れのある

人工物を取り除くため、丹念に洗浄され研磨された。 
 

本研究は米国エネルギー省科学局によって資金提供を受けている Energy Frontier 
Research Center である Center for Excitonics によって支援された。また、ブルックヘブ

ン国立研究所の機能的ナノマテリアルセンターでの研究は、MIT の Center for Materials 
Science Engineering で実施された追加研究と共に、DOE 科学局によって支援された。 
 

「Center for Excitonics は、これらの研究が最終的には LED 技術の限界を押し広げる

ことを分かっており、この本質的な問題を調査する自由と資金を提供してくれました。」

と Gradečak 氏。これは MIT とブルックヘブンの CFN の強い連携によるものであり、科

学技術を真に前進させる専門性と装置が集結したことの証明です。 
 

機能性ナノ材料研究センターは、DOE 科学局が支援するナノスケールでの学際的な研

究用の主要な国立ユーザー施設である、DOE の 5 つの Nanoscale Science Research 
Center の 1 つである。NSRCs は、ナノスケールの材料の製造、加工、評価、モデル化の

ための最先端の能力を研究者に提供する一連の補完的施設から成り、National 
Nanotechnology Initiative における最大規模の投資である。NSRCs は、DOE のアルゴ

ンヌ、ブルックヘブン、ローレンスバークレー、オークリッジ、サンディアの各国立研究

所に所在する。DOE NSRCs について、詳しくはウェブサイトを参照のこと。 
 
DOE の科学局(Office of Science)は、物理科学の基礎研究をサポートする米国における唯

一の大規模な組織で、現代の最も喫緊な課題に取り組んでいる。詳しくはウェブサイト

science.energy.gov を参照のこと。 
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翻訳：NEDO（担当 総務企画部 勝本 智子） 
 
出典：本資料は Brookhaven National Laboratory の以下の記事を翻訳したものである。 
“Atomic-Scale Investigations Solve Key Puzzle of LED Efficiency”  
http://www.bnl.gov/newsroom/news.php?a=11543 
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