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(1097-1) 
【新エネルギー分野(太陽光発電)】  

Direct Semiconductor Bonding: DSB Ⅲ-Ⅴ族薄膜層転写技術 Smart Cut™ 
 

仮訳 
 
CEA-Letiの半導体ダイレクトボンディングと先進的な層転写技術が 

新たな高効率太陽電池開発の鍵となる（仏） 
ニュースリリース 
2013 年 5 月 28 日 

 
フランス、グルノーブル 2013 年 5 月 28 日– フランス原子力庁電子情報技術研究所(Le 

Laboratoire d’électronique des technologies de l’information du Commissariat á 
l’énergie atomique et aux energies alternatives :CEA-Leti)は、Soitec 社、フラウンホー

ファー太陽エネルギーシステム研究所(Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems: 
ISE)との意欲的な共同研究開発プログラム により、半導体のダイレクトボンディング(接
合)(direct semiconductor bonding: DSB)と基板技術が、高性能多接合太陽電池の生成にお

いて果たす重要な役割を実証したことを、本日発表した。 
 
 共同研究グループは、この DSB と CEA-Leti による先進的なⅢ-Ⅴ族層転写技術の研究

に基づく基板技術を組合せ、集光倍率が 319 倍、エネルギー変換効率が 43.6%(フラウン

ホーファーCalLab 計測で)の 4 接合太陽電池を開発した。この業績は、高効率太陽電池の

開発競争における Soitec 社と同共同研究グループの位置を不動のものとする。太陽電池産

業にとって主要なマイルストーンとなる、エネルギー変換効率 50%の達成に向けてのロー

ドマップは明確化されている。 
 
 Leti の Advanced Substrates Laboratory のリーダーである Thomas Signamarcheix 氏

は、「DSB は、2 つの個別の表面からの原子を溶着することで、異なる性質と結晶方位を

持つ材料を組み合わせるユニークな技術です。私たちは、この技術が、強度、光透過性と

導電性を有する接合界面をもたらすことを実証しました。」と言う。 
 
 同氏はまた、 (Soitec 社の)Smart Cut™技術を利用したⅢ-Ⅴ族薄膜層転写技術の多接合

太陽電池セル成膜への適合性は、Leti とフランホーファーISE による以前の共同研究で実

証済みであることに言及した。これは、新技術部門の 2011 Franco-German Business 
Award で受賞した Solar Bond Project の一部であった。「この DSB と層転写技術のセッ

トが先進的太陽電池開発に寄与できることについて、私たちは大変誇りに思い喜んでいま

す。」と Signamarcheix 氏は言う。 
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 特に、高効率の 4 接合太陽電池について Leti は DSB 技術を大幅に向上させ、エピタキ

シャル成長法で形成した 12 層から構成される、溶着させる各表面の特異性が適合するよ

うにした。ここでの課題の一つは、ボンディングと原子の溶着の両プロセスにおいて全て

の層を無傷で保持することだった。 
 
 「この初めての 4 接合太陽電池は、先進的なⅢ-Ⅴ族半導体プロセスの太陽電池技術への

適用について広範な道を示すものです。」と Leti CEO の Laurent Malier 氏は言い、次の

ように続ける。「Letiは過去 50年間において、マイクロエレクトロニクス産業のための様々

な技術を開発しています。私たちの主要な目的の一つは、私たちの専門性と能力を利用し

てイノベーションを支援し、代替エネルギーなどの分野に付加価値をもたらすことです。」 
 
 現在、Leti とそのプロジェクトパートナーらは、この太陽電池変換効率の最適化と集光

型太陽電池アプリケーション技術の製造性に関する研究に集中している。 
 
 
Soitec 社について 
Soitec 社は、最も刺激的なエネルギーとエレクトロニクスの課題に取り組み、革新的な半

導体材料の生成と製造において世界をリードするグローバルな製造業者である。同社の製

品には、マイクロエレクトロニクス基板(特に SOI: Silicon-on-Insulator)と集光型太陽光発

電システム (CPV)がある。同社のコア技術は、Smart Cut™、Smart Stacking™、

Concentrix™、そしてエピタキシャル成長法の専門技術である。技術の応用先として、家

庭用・携帯電化製品、IT マイクロエレクトニクス、電気通信、自動車エレクトロニクス、

照明器具や大規模太陽電池発電が挙げられる。フランス、シンガポール、ドイツ及び米国

に製造プラントと R&D センターを持つ。より詳しくは Soitec 社ウェブサイト

(www.soitec.com)を参照のこと。 
 
CEA-Leti について 
CEA-Leti は、エネルギー、IT、ヘルスケア、防衛と安全保障に関する研究活動を実施す

るフランスの公的技術研究開発組織である。同組織は、産業パートナーへの技術移転を通

して価値とイノベーションを生み出すことに注力している。ワイヤレスデバイスやシステ

ムからバイオロジー、ヘルスケア、光通信まで、ナノテクノロジーとそれらの技術応用を

専門分野とする。同組織の研究開発の中核は、NEWMS(Nano Electro Mechanical 
Systems)および MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)である。MINATEC キャン

パスのアンカーとして、CEA-Leti は 200mm と 300mm のウェハープラットフォームの

8,000 平米の広さを持つ最先端なクリーンルームスペースを運営している。320 人の博士

課程の学生と 200 人のパートナー企業からの出向者を含む 1,700 人の科学者やエンジニア

が働く。CEA-Leti は、2,200 種を超える特許を保持している。より詳しくは Leti のウェ

ブサイト(www.leti.fr)を参照のこと。 
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プレス連絡先： 
Press contacts 
CEA-Leti  +33 4 38 78 02 26  pierre-damien.berger@cea.fr  
Agency   +33 6 64 52 81 10  aravier@mahoneylyle.com  
 
 

翻訳：NEDO（担当 広報部 松田 典子） 
 
出典：本資料は、フランス・電子情報技術研究所 (CEA-Leti)の以下の記事を翻訳したも

のである。 
“Leti’s Direct Semiconductor Bonding and Advanced Layer Transfer Expertise Key to 
Developing New High-Efficiency Solar Cells” 
（http://www.leti.fr/en/content/download/1821/24045/file/Leti_NR_CPV_v2_28%2005%
2013_clean.pdf）  
(Used with permission of CEA-Leti) 
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(1097-2) 
 
【蓄電池・エネルギー効率分野（蓄電池）】 
【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 
 
 

ロスアラモス国立研究所の開発した触媒で電気自動車や 
グリーンエネルギーのバッテリー切れを解消(米国) 

 
今回開発された新材料は、これまで開発されたアルカリ性非貴金属触媒の中で最も高い

酸素還元反応(ORR)活性を示す。 
 
2013 年 6 月 4 日 
 

 
 

 

ナノ構造を持つ新しいタイプのカーボンベース触媒の高画質顕微鏡画像。ロスアラモス国立研究所が開

発したもので、信頼性、経済性のある次世代蓄電池およびアルカリ燃料電池の実現を可能にする。 
(写真クレジット：ロスアラモス国立研究所) 
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安価な非貴金属触媒でカーボンナノチューブを活性化 
 【ニューメキシコ州、Los Alamos、2013 年 6 月 4 日】ロスアラモス国立研究所の科

学者たちがナノ構造を持つ新しいタイプのカーボンベース触媒を設計した。この触媒が

信頼性、経済性のある次世代の蓄電池、アルカリ燃料電池の実現を可能にすることで、

強化型ハイブリッド電気自動車はもとより、風力発電やソーラー発電の実用化ももたら

す。 
 
 ロスアラモスの研究者である Hoon T. Chung 氏、Piotr Zelenay 氏、そして現在は韓

国の基礎科学研究所に所属する Jong H. Won 氏らは Nature Communications 誌掲載

の論文において、この窒素ドーピングされた新しいタイプのカーボンナノチューブ触媒

に関する説明を行っている。今回開発された新材料は、これまで開発されたアルカリ性

非貴金属触媒の中で最も高い酸素還元反応(ORR)活性を示す。これが電気エネルギーの

貯蔵効率にとって不可欠な要素になる。 
 
 この新タイプの触媒には、例えばオンス当たりの単価がゴールドよりも高いプラチナ

のような貴金属は使用していないが、蓄電池や燃料電池用に開発された、広く知られる

非常に高価な貴金属触媒と同等の効果を一定の条件下において発揮する。さらに、この

触媒は窒素コーティングされたカーボンナノチューブをベースとするにも関わらず、通

常こうした材料を触媒に変換する際に必要な、手間がかかり、毒性をもつ高コストなプ

ロセスを必要としない。 
 
 「こうした発見が、ナノ構造を持つカーボンベース材料からアルカリ燃料電池や、金

属空気蓄電池、それに相応しい電界槽を作り出すのに役立つでしょう。」と Zelenay 氏

は言う。「リチウム空気二次蓄電池は最も有望な金属空気蓄電池で、最新のリチウムイ

オン蓄電池の 10 倍ものエネルギーを貯蔵できる可能性を持っています。電気自動車の

動力源にもなり、また風力発電やソーラーパネルといった断続的なグリーンエネルギー

源の貯蔵に効率と信頼性を提供することもできる、安価なリチウム空気蓄電池の製造が、

この新しい触媒によって可能になるのです。」 
 
 入手しやすい化学物質からこの新しい触媒を合成するにあたり、科学者たちは一回の

手順で材料を調製できる工夫に富んだ方法を開発した。彼らは、この合成方法をより大

規模な生産ラインにスケールアップできること、さらにカーボンナノチューブをベース

とした他の材料の調製にも利用できることを実証している。 
 
今回のブレークスルーについて説明した論文はこちら： 
http://www.nature.com/ncomms/journal/v4/n5/full/ncomms2944.html 
 ロスアラモスの研究資金は米国エネルギー省のエネルギー効率・再生可能エネルギー

(Energy Efficiency and Renewable Energy: EERE)局、ロスアラモス国立研究所の
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Technology Maturation Fund(技術成熟化基金)、及び Laboratory-Directed Research 
and Development program(研究所指定研究開発プログラム)から提供されている。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 広報部 望月 麻衣） 
 
出典：本資料は、米国ロスアラモス国立研究所の以下の記事を翻訳したものである。 
“Los Alamos catalyst could jumpstart e-cars, green energy” 
http://www.lanl.gov/newsroom/news-releases/2013/June/06.04-catalyst-could-jumps
tart-ecars.php 
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(1097-3) 
【バイオテクノロジー分野（医療システム）】 

 
仮訳 

陽子を使って腫瘍を検出し、治療する(ドイツ) 

2013 年 6 月 3 日 

 
腫瘍を診断しながら、同時に治療することは可能だろう

か？近い将来、こうした考えが現実のものとなる可能性が

ある。ヘルマン・フォン・ヘルムホルツ協会重イオン研究

所（GSI）、ダルムシュタット工科大学（TUD）、米国の

ロスアラモス国立研究所（LANL）との共同実験において、

2012 年 12 月に研究者は高速陽子線がそれを実現する可能

性を示した。科学者は治療と診断の融合を「theranostics」
と呼んでいる。 
 
ロスアラモスの加速器施設での実験で、科学者は高速陽

子をマウスに照射した。脊椎や肋骨のような小さな構造が

はっきりと見える。また、（国際宇宙ステーションの線量

測定用にドイツ航空宇宙センターが開発した）マトリョー

シカ実験用の模擬人体ファントムの、高エネルギー陽子を

使った放射線写真もロスアラモスで記録された。 
 
陽子は水素原子の原子核である。加速器によって陽子は

高速に加速される。医療診断において既に確立された X 線

と同様、陽子は対象を放射線撮影し、その画像を作り出す

ことができる。 
 
「今までは、この技術を無生物に対して使い試験してき

ました。例えば、プラズマや爆発現象に照射することで、

内部の挙動の画像が得られます。」と GSI プラズマ物理部

の Dmitry Varentsov 博士は説明する。ロスアラモスでの

実験により、GSI 生物物理部及びプラズマ物理部の研究者

は初めて生体サンプルの画像と動画を作製した。 
 

 

 

 

 

 

照射されたマウス 

マトリョーシカ・ファントム 

GSI での炭素イオン療法 
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「画像に用いたものと同じ陽子を使って腫瘍を直接治療することが可能です。腫瘍を正

確に狙い、一回分の陽子で破壊する照射（つまり、狙って撃つ）を行うことができます。」

と語るのは GSI 生物物理部長の Marco Durante 教授。「高速陽子から得られる画像は解

像度が高く、微小構造も（鮮明に）見えます。そのため、治療の際に健常な細胞組織と腫

瘍細胞組織との微妙な違いがわかるのです。」 
 

「同時に、治療では、連続したセッションで（陽子線の）ビーム調整を行うために、腫

瘍環境の正確な画像を供給します。これは、脳幹や脊髄のような敏感な部位に近い腫瘍の

場合、特に重要です。」と同僚と共に実験に参加した GSI 生物物理学の Matthias Prall
博士は語る。「細心の注意を払って重要な器官に近づけ、健康な細胞組織を傷つけず、確

実に腫瘍を破壊することができます。」 
 

GSI は、炭素イオンを使った腫瘍治療で長い経験がある。この形態の癌治療もまた、陽

子診断の恩恵を受ける。今まで腫瘍の情報は（CT スキャンによる）X 線を使った診断で

得られていた。腫瘍への途上にある異なるタイプの細胞組織が治療計画に重要な役割を果

たす。しかし、X 線はイオンビームと異なって細胞組織を通過するため、CT スキャンか

ら得られるデータはイオン治療計画のために変換しなければならない。イオン療法の治療

計画に陽子放射線を使うと、範囲の不正確さが大幅に減り、その結果、標的体積のマージ

ンがさらに減り、正常な細胞組織をより多く残すことができる。 
 

2013 年の秋にロスアラモスで計画されている実験で、GSI、TUD、LANL の科学者は

他の生体サンプルに照射したいとしている。この技術を使って腫瘍の診断と治療を計画し

ており、マトリョーシカ・ファントム内部の人工腫瘍と動物の腫瘍で行われる予定である。 
 

「将来的には、同様の実験が FAIR (Facility for Antiprotons and Ions Research)の加速

器でできるようになるでしょう。FAIR は、現在国際協力によって建設中であり、従来の

GSI 施設と連結されます。」と Durante 教授は将来の展望を語る。「FAIR にはプラズマ

物理学と生物物理学の科学者が共同で使用できる実験施設が含まれます。FAIR は GSI や
ロスアラモスの施設よりもさらに高いエネルギーを持った陽子を作り出します。それによ

って、画像の質が向上し、腫瘍治療の研究に新しい見識がもたらされるでしょう。」 
 

 
 

翻訳：NEDO（担当 広報部 勝本 智子） 
 
 
出典：本資料は GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung の以下の記事を翻訳

したものである。 
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“Finding and treating tumours with protons” 
https://www.gsi.de/en/fs2/start/news/detailseite/datum/2013/06/03/tumoren-erkennen-
und-behandeln-mit-protonen.htm 
 (Used with permission of GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung) 

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1097, 2013.7.22

9

https://www.gsi.de/en/fs2/start/news/detailseite/datum/2013/06/03/tumoren-erkennen-und-behandeln-mit-protonen.htm
https://www.gsi.de/en/fs2/start/news/detailseite/datum/2013/06/03/tumoren-erkennen-und-behandeln-mit-protonen.htm


(1097-4) 
 
【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）】 
【電子･情報通信分野（家電）】 
【境界･融合分野（グリーンセンサー）】グラフェンセンサー  
 
仮訳 
 

NTU（Nanyang理工大学）の発明が 
薄暗い場所で鮮明な写真撮影を可能に（シンガポール） 

 
2013 年 5 月 30 日 

 画期的な新センサーを装着したカメラにより、薄暗い場所で、明るく鮮明な写真を撮影

することがまもなく可能となる。これは、南洋理工大学（Nanyang Technological 
University：NTU）で発明された新たな画像センサーの成果によるものである。 
 
 グラフェンから作られるこの新センサーは、可視光から中赤外域までの広範囲の光スペ

クトルを高い光起電力応答や感度で感知可能な世界初のセンサーと判断されている。これ

は、赤外線カメラやスピード違反取締カメラ、衛星画像やその他のあらゆるタイプのカメ

ラの用途に適していることを意味する。 
 

Credit: Nanyang Technological University 
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 このグラフェンセンサーは、現在のコンパクトカメラで使用される低価格な画像センサ

ーより 1,000 倍超の感度を有するだけでなく、より低電圧で操作できるため、消費するエ

ネルギーは 10 分の 1 未満である。グラフェンセンサーが大量生産されれば、コストは少

なくとも 5 分の 1 になると予測される。 
 
 グラフェンは人間の髪の毛の 100 万分の 1 より細く（原子たった 1 個分の薄さ）、蜂の

巣格子状に配列した純粋な炭素原子から成っている。耐久性や柔軟性のようないくつかの

特性の中でも、特に高い導電率を有することが知られている。 
 
 グラフェンセンサーの発明者で、NTU の電気･電子工学部助教授である Wang Qijie 氏

は、広域スペクトルで、高い光起電力応答のセンサーが純粋なグラフェンを使用して開発

されたのは初めてであろうと語った。 
 
 グラフェンシートを斬新なナノ構造にと加工した彼のブレークスルーは、高い評価を受

けている科学誌『Nature Communications』に、今月掲載された。 
 

「安価で、高感度、そして柔軟なフォトセンサーをグラフェンのみから作ることが今や

可能であることを我々は実証した。我々の発明は、消費者向けの映像産業だけでなく、中

赤外線の利用分野はもとより、衛星画像や情報通信産業など、様々なものに多大なる影響

を与えるだろう」と、Wang 助教授は語った。同氏は、NTU の物理学･数理科学部の職も

兼務している。 
 

「このセンサーを考案中に、我々は現在の製造方法に留意してきた。これは、産業界で

は基本的に CMOS（complementary metal-oxide-semiconductor：相補型金属酸化物半導

体）プロセスを活用したカメラセンサーの生産が続いており、電子産業の大半の工場で活

用されている一般的な技術であることを意味する。それゆえ、製造業者が現在のフォトセ

ンサーの原料物質を新たなナノ構造のグラフェン材料に容易に置き換えることが可能であ

る。」 
 

もし産業界へ導入されれば、画像センサーの製造コストは下がり、最終的にはバッテリ

ー寿命がより長い、より安価なカメラを製造できると Wang 助教授は予想する。 
 
 
グラフェンナノ構造の原理 

 Wang 助教授は、より長い間光により生成された電子粒子を“捕捉”するナノ構造をグ

ラフェン上に作り出し、結果としてより強い電気信号を発するという革新的なアイデアを

思い付いた。その電気信号は、その後デジタルカメラで撮る写真のように、画像に変換さ

れる。 
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 “捕捉された電子”は、グラフェンでの高い光起電力応答を達成する上での鍵となり、

通常の CMOS や CCD（charge-coupled device：電荷結合素子）より遙かに効果的である、

と Wang 教授は語る。本質的に、電気信号がより強く発生されれば、写真はますます明る

く鮮明になる。 
 

「我々のグラフェンセンサーの性能は、例えば反応スピードのように、グラフェンのナ

ノ構造エンジニアリングを通じてさらに改良が可能であり、予備的な試験によりすでに

我々のコンセプトの実現可能性は確認されている。」と、Wang 助教授は加える。 
 
 本研究の費用は約 200,000 ドル（シンガポールドルなら 1,500 万強、米ドルなら 2,000
万弱）であり、Nanyang Assistant Professorship の新規事業補助金に資金提供を受け、

さらに一部は教育省 Tier2 及び 3 研究助成金より支援を受けている 
 
 Wang 助教授は、本センサーの開発を完了するまでに通算 2 年を費やした。本研究チー

ムは、NTU 電気･電子工学部より、Dr Zhang Yongzhe と Dr Li Xiaohui の 2 名の大学研

究員、及び Liu Tao 氏、Meng Bo 氏、Liang Guozhen 氏、そして Hu Xiaonan 氏の 4 名

の博士課程の学生で構成された。また、2 名の学部生もこの画期的な研究に携わった。 
 

Wang 助教授は、NTU にある Nanyang Innovation and Enterprise Office を通じて、

発明の特許を申請している。 
 
 次のステップは、産業界と協力し、グラフェンセンサーの商業生産に向けた開発をする

ことである。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 広報部 室井 紗織） 
 
出典：本資料は、Nanyang Technological Universityの以下の記事を翻訳したものである。 
“NTU invention allows clear photos in dim light” 
http://media.ntu.edu.sg/NewsReleases/Pages/newsdetail.aspx?news=863947f9-972d-42
d2-947f-3f437f6c3877 
Used with Permission of Nanyang Technological University 
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(1097-5) 
 
【蓄電池･エネルギーシステム分野（蓄電池）】 
【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 
 

開いたナノチューブが蓄電池での利用の可能性を開く（米国） 
ライス大学研究室がアノードの向上のためグラフェンナノリボンとスズ酸化物を結合 

 
 
【ヒューストン】(2013 年 6 月 13 日) ライス大学の研究者は、（多層状態の）カーボンナ

ノチューブから作成するグラフェンのリボンを使用することによって、どこにでもあるリ

チウムイオン蓄電池の効率を向上させる新たな方法を考え出した。 
 
 ライス大学の化学者 James Tour 氏によると、概念実証するアノード ―リチウムイオン

を貯蔵する蓄電池部品― は、グラフェンナノリボンとスズ酸化物から作られているが、ス

ズ酸化物のみの理論容量よりも初期容量が上回ることを示したという。テストユニットは、

50 回の充放電サイクル後も依然として、現在リチウムイオン蓄電池アノードに使用されて

いるグラファイトの 2 倍以上の容量を維持していた。 
 
 本研究は、American Chemical Society（米国化学会）のジャーナル『ACS Nano』に

今週掲載された。 
 
 より良い性能の蓄電池は、携帯電話を所有する人や、電気自動車を運転する人に非常に

待ち望まれている。ライス大学チームは、グラフェンナノリボンがそれらの開発に役立つ

可能性に着目している。 
 

Tour 氏と研究チームは、2009 年『Nature』誌の特集記事として組まれた（多層状態の）

ナノチューブを開いてグラフェンリボンを作成する方法を発展させた。それ以後、研究者

らはグラフェンナノリボンを大量に作る方法を見つけ出し、商業化の方向へ進んでいる。

改良に適した分野が、性能不足の蓄電池（humble battery）である。増加の一途をたどる

携帯電話業界において、蓄電池容量が機器の使用を概ね 1 日未満に制限する障壁となって

いる。 
 
 ライス大学研究室による新たな実験では、グラフェンナノリボンと幅 10nm のスズ酸化

物の粒子をセルロースガム結合材と少量の水でできたスラリーの中で混ぜ、それを電流コ

レクター上に広げ、そしてボタン型蓄電池へと組み込んだ。グラフェンナノリボンは、単
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一原子の薄さで、その長さは幅の何千倍もある。そして、スズ酸化物を分離し担持するだ

けでなく、リチウムイオンをナノ粒子へ送る役目も果たす。 
 
 研究室のテストでは、初期充電容量は 1,520mAh/g 超を示した。そして充放電を繰り返

した後、この物質は確実に 825mAh/g で落ち着いた。「（充放電を）50 サイクルを行うの

に約 2 ヵ月を要した」と語るのは、本論文の主執筆者で、ライス大学ポスドク研究者であ

る Jian Lin 氏である。彼は、本研究の蓄電池が大容量を失うことなく、さらに多くの充放

電サイクルが可能であると確信している。 
 
 またグラフェンナノリボンは、リチウムイオン蓄電池の開発における根本的な問題を打

開する可能性もある。リチウムイオンは、付着する物質を拡張する傾向があり、そしてそ

の物質は引き離されると収縮する。シリコンのような物質は、リチウムの驚異的な貯蔵容

量を示すが、やがて同イオンを蓄積する能力は弱まり、失う。ライス大学の他の研究室で

は、粉末状に粉砕処理したシリコンに変えることによりリチウムイオンの拡張問題を解決

し、これにより容量の増大やサイクルの増加を達成した。 
 
 蓄電池に柔軟性を加える程度により、グラフェンナノリボンは異なる取扱いをする、と

Tour 氏は語る。「グラフェンナノリボンは、素晴らしい構造を作ることで、分散したスズ

酸化物ナノ粒子を分散保持し、充放電の間それらがばらばらにならないようにする。スズ

酸化物粒子は大きさがたった数ナノメートルしかなく、グラフェンナノリボンの表面上に

分散し維持することが可能なため、ナノ粒子における体積変化は大きなものではない。ま

たグラフェンナノリボンは、高アスペクト比と極限の薄さを有する、軽量で導電性構造を

有している。」 
 
 研究者は、本研究は「リチウムの貯蔵用途のために、グラフェンナノリボンとその他の

遷移金属酸化物から作られた複合材を探査する出発点」であると指摘した。Lin 氏による

と、研究室は蓄電池の充放電サイクルや貯蔵容量をテストするため、他の金属性ナノ粒子

でもって蓄電池を作る計画をしているという。 
 
 本論文の共同執筆者は、ライス大学院生の Zhiwei Peng 氏、Changsheng Xiang 氏、

Gedeng Ruan 氏、Zheng Yan 氏、ライス大学宇宙物理学及び電気･情報工学の教授である

Douglas Natelson 氏である。Tour 氏は、ライス大学の機械工学･材料科学部及び情報工学

部の教授であると同時に、T.T. and W.F. Chao 化学科教授でもある。 
 

Boeing 社、空軍科学研究局、サンディア国立研究所、そして海軍研究事務局も本研究の

支援を行った。 
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要約：http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nn4016899 
 
ライス大学ニュース･メディア関連（Twitter）：@RiceUNews 
 
関連資料： 
Tour Group at Rice：http://www.jmtour.com 
 
Natelson Group at Rice：http://www.ruf.rice.edu/~natelson/group.html 
 
ダウンロード用画像： 

 
 
  
 
  
 
  

http://news.rice.edu/wp-content/uploads/2013/06/0617_GNR-1-WEB.jpg 
ライス大学研究者によると、たった1原子分の薄さしかないカーボンの長いリボンが、リ

チウムイオン蓄電池の改良に役立つ可能性があるという。大容量のアノード製作のため、

ナノリボンとスズ酸化物ナノ粒子を組み合わせた。（Credit：Tour Group/Rice University） 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://news.rice.edu/wp-content/uploads/2013/06/0617_GNR-2-WEB.jpg 
リチウムイオン蓄電池用のアノードで使用されるスラリー内で、グラフェンナノリボン(上
部)と並行してスズ酸化物の島々が浮かぶ。10ナノメートルのスズ酸化物粒子は、ナノリボ

ンによって切り離された状態になっており、それは多層のカーボンナノチューブを分割す

ることによって作られている。（Credit：Tour Group/Rice University） 
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http://news.rice.edu/wp-content/uploads/2013/06/0617_GNR-3-web.jpg 
ライス大学で創出された方式によって、ナノチューブから分割作成されたグラフェンナノ

チューブは、現在リチウムイオン蓄電池の性能向上のために活用されている。スズ酸化物

と溶剤中にあるナノリボンは、現在市販されている蓄電池の標準的なグラフェンアノード

よりリチウムの貯蔵容量が2倍超となる。（Credit：Tour Group/Rice University） 
 
 

翻訳：NEDO（担当 広報部 室井 紗織） 
 
出典：本資料は、米国 Rice University の以下の記事を翻訳したものである。 
“Unzipped nanotubes unlock potential for batteries” 
http://news.rice.edu/2013/06/13/unzipped-nanotubes-unlock-potential-for-batteries/ 
Used with Permission of Rice University 
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(1097-5-1) 
 
【蓄電池・エネルギーシステム分野（蓄電池）】 
【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 
 

グラフェンナノリボンとナノ構造 SnO2から成る 
リチウムイオン蓄電池用複合材アノード（米国） 

 
 

 
 グラフェンナノリボン(GNRs)とスズ酸化物のナノ粒子(SnO2 NPs)との複合材料が

製造され、リチウムイオン蓄電池のアノード材料として利用されている。多層カーボン

ナノチューブを分離(unzip)するナトリウムやカリウムを用いて取り出した導電性を持

つ GNRs が、SnO2 NPs のリチウム貯蔵性能を増強する。リチウムイオン蓄電池のアノ

ードとして用いたこの複合材料が、最初の充放電において放電容量 1520mAh/g に対し

1130mAh/g を超える可逆容量を示した。これは SnO2 を用いた場合に理論上可能とさ

れる容量を上回るものである。50 回の充放電サイクルの後、クーロン効率 98%、電流

密度 100mA/g で 825mAh/g の可逆容量を維持した。さらに電流密度 2A/g という条件

下では可逆容量 580mAh/g という電力性能を示した。GNRs の高アスペクト比に沿っ

て均等に分散された SnO2 NPs のお陰で、大容量で優れた電力性能が実現し、維持され

ている。GNRs は充放電サイクルにおける SnO2の体積変化を和らげる導電性添加剤と

して機能する。この機能の発見が、GNRs と他の遷移金属酸化物を用いたリチウム蓄電

池用等の複合材料の研究が開始されるきっかけとなる。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 広報部 望月 麻衣） 
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出典：本資料は、雑誌 ACS NANO の以下の記事を翻訳したものである。 
“Graphene Nanoribbon and Nanostructured SnO2 Composite Anodes for Lithium 
Ion Batteries” 
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nn4016899 

Reprinted with permission from ACS Nano, Article ASAP 
DOI: 10.1021/nn4016899 Publication Date (Web): June 11, 2013 
Copyright (2013) American Chemical Society. 
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(1097-6) 
【ロボット技術分野（生活支援ロボット）】 

 
仮訳 
 

救助隊のために３D の熱画像を描く消防ロボット（米国） 
2013 年 6 月 5 日 

 
 

 
 
 

カリフォルニア州、サンディエゴ、6 月 5 日 -- カリフォルニア大学サンディエゴ校の

Coordinated Robotics Lab が、小さなセグウェイ（電動立ち乗り二輪車）に似たロボット

偵察車による建築物火災の迅速な探査と状況分析のための新しい画像処理技術を開発し

た。 
 

最新式の車載ソフトウェアシステムが、ロボットの小さ

な赤外線カメラで記録した熱データを捉え、一対の立体

RGB カメラ（赤、緑、青の色信号を各色センサーで捉えて

鮮明なカラー画像を作成するカメラ）で撮影した画像から

構成した 3D 画面にマッピングする。 
 

これにより、小さな可動式ロボット偵察車は、ロボット

が炎上中の建物を走行しながら、最初に到着する救助隊が

即座に使用できる３D マップや温度データを含む、バーチ

ャルリアリティー（仮想現実空間）画像を作り出すことが

できる。 
 

この研究は住宅及び商業施設の火災において消防士を支

援する最新ロボット偵察車の開発計画の一部である。研究

者はこの成果を 2014 年 5/31～6/5 に香港で開催される

International Conference on Robotics and Automation に

て発表する予定である。 

YouTube 映像リンク 

 
FFR はカリフォルニア大学

サンディエゴにある

Coordinated Robotics Lab
で開発された消防士のため

のロボット偵察車である。 
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ロボットは、立体映像カメラを使って、燃えている

建物の内部のマッピングと撮影を行う。生存者を探し

ながら、温度や揮発性ガス、（建物）構造の保全状態

等の火災状況を分析するため、様々なセンサーから収

集したデータを活用する。多数のこのような偵察車が

協力して、共同作業と単独作業を同時に行いながら、

建物内部の正確な拡張バーチャルリアリティー画像を

即座に描き出す。それをほぼリアルタイムで救助隊に

提供することで、建造物への状況判断が容易になり、

消火や救援活動計画が立て易くなる。Bewley 教授の

dynamics and control チームは、階段を昇ることがで

きる姿勢自動復元構造のセグウェイに似た偵察車の最

初の試作品を既に完成させている。 
 

「これらのロボット偵察車は小さく、安価で、機動的で、さらに自律しています。」と

語るのはカリフォルニア大学サンディエゴ校ジェイコブ・スクール・オブ・エンジニアリ

ングの機械工学の Thomas Bewley 教授。「火災現場に到着した消防士はしなければなら

ないことが 1,000 件もあります。役立つためには、ロボット偵察車はよく訓練された猟犬

のように働かなければなりません。素早く送り込まれ、仕事が完了するまで、必要とされ

る重要度の高くない決定はすべて自分自身で行いながら、複雑な目標を達成するため協力

して働くのです。」 
 

このプロジェクトは、ジェイコブ・スクール・オブ・エンジニアリングとイリノイ大学

のアーバナ・シャンペーン校の研究者、サンディエゴ消防救命局と地元の企業パートナー

が協力して行っている。この取り組みを継続するため、研究チームは国立科学財団のロボ

ットイニシアチブに多額の資金援助を要請している。しかし、本要請の提出前においても、

研究開始のために多くの事前研究が行われている。また、この学際的な取り組みには次の

人々も関与している。 
 
－煙が立ち込め、部分的に遮断された空間でロボットがマッピングできるようソフトウェ

アを開発した Yoav Freund 教授の研究室のコンピューター科学者 
 
－揮発性有機化合物を探知できる「electronic nose（電子鼻）」を開発した Deli Wang 教

授の研究室のナノエンジニア 
 
－固有のヒューマン・インターフェースと障害物回避問題に取り組んだイリノイ大学の研

 
FFR はロボットが 3D 画像マップ

を作れるよう立体カメラを搭載し

ている。 
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究者 
 

また、サンディエゴに拠点を置く ATA Engineering、L-P3、Brain Corporation のエン

ジニアも深く関与している。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 広報部 勝本 智子） 
 
出典：本資料はUniversity of California, San Diegoの以下の記事を翻訳したものである。 
“Firefighting Robot Paints 3D Thermal Imaging Picture for Rescuers”  
http://www.jacobsschool.ucsd.edu/news/news_releases/release.sfe?id=1370 
(Used with permission of University of California, San Diego) 
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(1097-7) 
【新エネルギー分野(燃料電池)】  

 
仮訳 
 

効率的で廉価：燃料電池触媒用の白金-ニッケル合金の 
ナノ8面体材料の開発で白金使用を90%削減（独） 

2013 年 6 月 16 日 
 
 
 2013 年 6 月 16 日 ユーリッヒ— 効率的で頑強かつ安価な触媒材料は、燃料電池技術

におけるブレイクスルーの達成の鍵を握っている。ユーリッヒ(総合研究機構)およびベル

リン(工科大学)の科学者らはこの度、従来必要とされていた白金の 10 分の 1 の量を使って

水素と酸素を水に転換する材料を開発した。研究者らは最先端の電子顕微鏡を用いて、ナ

ノメートルスケールの触媒粒子の機能がそれらの幾何学的な形状と原子構造により確定さ

れることを発見した。これにより、エネルギー転換と貯蔵のための触媒をさらに改善する

ための新しい道筋が開かれたことになる。この研究結果は Nature Materials 誌の最新号

で発表されている(DOI: 10.1038/nmat3668)。 
 
 水素を燃料とする燃料電池は、従来の燃焼機関に対するクリーンな代替と考えられてお

り、その稼働により生成される物質は、電気エネルギーの他には、水のみである。現状で

は、白金の高額な材料費のため燃料電池利用があまり普及していない。燃料電池の化学的

な変換プロセスが起こる電極用に、高価な貴金属が未だに多量に必要とされているのだ。

このような白金の触媒効果が無くては、必要なエネルギー変換効率を達成することは不可

能である。 
 
 触媒反応は白金の表面上でのみ起こるので、白金のナノ粒子を使用することによって材

料の使用量を節約し、同時に材料に対する白金の必要とされる表面積の割合を増加させる

ことで電極の効率を向上させることが可能である。ナノ粒子は人間の毛髪 1 本の直径の 1
万分の 1 ほどの微細ではあるが、このような粒子 1kg の表面積はサッカー場数カ所の面積

と同等なのだ。 
 
 さらに、白金をニッケルや銅など他のより安価な材料と混合することによってその使用

量を削減することができる。ドイツ・ユーリッヒ総合研究機構(Forschungszentrum 
Jülich)とベルリン工科大学(Technische Universität Berlin)の研究者らは、従来必要とさ

れていた白金使用量のたった 10 分の 1 で、水素と酸素を水に変換する高効率の金属触媒

粒子の開発に成功した。 
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 この新しい触媒は、これまでの球状のナノ粒子ではなく、白金とニッケル合金の 8 面体

のナノ粒子から構成されている。研究者らは、白金とニッケルの原子がそれらの粒子の表

面上で自己組成する独特な様が、水素と酸素から水へと変換する化学反応を最適に加速す

ることを発見した。一方、球状や立方体の粒子では表面上の原子配列が異なっており、化

学反応を起こす触媒の効率が劣るため、貴金属の使用量を増やすことでそれを補う必要が

生じる。 
 
 研究チームの研究主題は、触媒のライフサイクルがその原子組成により確定され、かつ

最適化されることの解明であり、そのためドイツ、ユーリッヒ・アーヘン研究アライアン

ス(Jülich Aachen Research Alliance)の施設である Ernst Ruska-Centre (ER-C)の超高分

解能電子顕微鏡を利用した。「触媒のライフサイクルを理解するための決定的要因は、ニッ

ケルと白金の原子がナノ 8 面体の表面上で均一に分布しようとしない現象を観察したこと

にあります。」と ER-C およびユーリッヒ総合研究機構、Peter Grünberg Institute の Dr. 
Marc Heggen は説明し、次のように続ける。「反応性で有利ですが、触媒の寿命を制限し

てしまいます。」 
 
 原子レベルの精度でそれぞれの元素の場所を特定するために、研究者らは世界最先端の

超高分解能電子顕微鏡の電子ビームを試料に精巧に焦点を合わせ、試料を透過させること

により、試料との相互作用で電子ビームのエネルギーを一部損失させる方法 訳者注を利用し

た。このようにして試料中のそれぞれの元素を指紋のように特定することができる。従来

の電子顕微鏡では、原子レベルの分解能でこのような化学的な特徴を検出することは不可

能である。 
 
 「この先駆的な研究活動により、触媒のナノ粒子の適切な幾何的形状を選択することが、

その組成やサイズと同様に触媒機能の最適化に重要であることの直接的なエビデンスを得

ることができました。」とベルリン工科大学の Peter Strasser 教授は述べ、次のように続

ける。「研究者らはこの結果から、機能材料、特にエネルギー貯蔵のための触媒材料をさら

に改善する新たな可能性を獲得しました。」 同教授の研究グループによる最新の研究結果

では、白金に比べさらに高価な貴金属であるイリジウムが使われる電解槽においても、(イ
リジウムに対して白金における場合と)同様に酸素を生成する水分解反応で効率の大幅な

向上が可能であることが示されている。 
  

                                                
訳者注

 電子エネルギー損失分光法(Electron Energy-loss Spectroscopy: EELS) 
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オリジナルパブリケーション： 
Compositional segregation in shaped Pt alloy nanoparticles and their structural 
behavior during electrocatalysis. C. Cui, L. Gan, M. Heggen, S. Rudi, P. Strasser 
Nature Materials, published online: 16. Juni 2013; DOI: 10.1038/nmat3668 
 
 

 

（画像を Ctrl+クリックで拡大） 
高い酸素反応を起こしている白金-ニッケル合金触媒粒子の電子顕微鏡写真と原子

モデル(右下)。直径は人間の毛髪 1 本の約 1 万分の 1。赤色の球体は白金原子で緑

色はニッケル原子。このような 8 面体の特性の一つは、表面原子のほとんどが同一

の幾何学的配列を有することである。顕微鏡写真は PICO 顕微鏡(ER-C)にて撮影さ

れた。 
出典：ユーリッヒ総合研究機構/ベルリン工科大学(Forschungszentrum Jülich/TU 
Berlin) 

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1097, 2013.7.22

24

http://www.fz-juelich.de/SharedDocs/Bilder/PORTAL/EN/press/PR2013/13-06-17-naturemat.jpg?__blob=poster


この記事の連絡先: 
Dr. Marc Heggen 
Forschungszentrum Jülich, Microstructure Research (PGI-5) 
tel: +49 2461 61-9479, email: m.heggen@fz-juelich.de 
Prof. Dr. Peter Strasser 
Technische Universität Berlin, Department of Chemistry 
tel: +49 30 314-29542, email: pstrasser@tu-berlin.de 
 
プレス関係の連絡先:  
Angela Wenzik 
science journalist, Forschungszentrum Jülich 
tel: +49 2461 61-6048, email: a.wenzik@fz-juelich.de 
 

 
翻訳：NEDO（担当 広報部 松田 典子） 

 
出典：本資料は、独・ユーリッヒ総合研究機構 (Forschungszentrum Jülich)の次の記事

を翻訳したものである。 
“Efficient and Inexpensive: Researchers Develop Catalyst Material for Fuel Cells 

Platinum-nickel nano-octahedra save 90 % platinum” 
（http://www.fz-juelich.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/UK/EN/2013/13-06-17-natu
remat.html）    
(Used with Permission of Forschungszentrum Jülich) 
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(1097-8) 
【蓄電池・エネルギーシステム分野（蓄電池）】 

 
仮訳 
 
 
「ポップコーン」粒子の経路がより優れたリチウムイオン蓄電池を 

約束する（米国） 
2013 年 6 月 11 日 

 
 
カリフォルニア州、リバモア ― サンディア国立研究所の研究者が、リン酸鉄リチウム

（ LiFePO ４ 又は LFP ）の電極をリチウムイオンが出入りする挙動の粒子毎

（particle-by-particle）のメカニズムを明らかにした。この発見は、電気自動車、医療機

器、航空機用のリチウムイオン蓄電池の性能をより高めることにつながる。 
  

この研究は Nano Letters 誌に、「ナノスケール

の充電状態のマッピングによって明らかになった

多数の粒子の LiFePO４電極におけるインターカレ

ーション経路（Intercalation Pathway in 
Many-Particle LiFePO４ Electrode Revealed by 
Nanoscale State-of-Charge Mapping；Nano 
Letters, 2013, 13 (3), pp 866-872）」というタイト

ルの論文で発表された。執筆者にはサンディアの物

理学者である Farid El Gabaly 氏とスタンフォー

ド大学の William Chueh 氏が含まれる。 
 

LFP はオリビン系の天然鉱物で、リチウムイオ

ン蓄電池に用いられる新しい材料の一つで、スマー

トフォンや他の家電製品に使われるコバルト酸リ

チウム（LiCoO２）化合物と比べ、より安全で持続

時間が長いことがわかっている。 
 

このような理由から、LFP 材料は研究者や蓄電池製造業者の興味を引きつけているが、

蓄電池がエネルギーを貯蔵したり、放出したりする際に、リチウムイオンが LFP を出入

りする挙動のプロセスはよくわかっていなかった。それが、LEP 材料が幅広く採用される

妨げとなっていた。 
 
 

 
サンディア国立研究所の物理学者Farid 
El Gabaly氏が走査型透過X線顕微鏡法

で化学特性評価のためにリン酸鉄リチ

ウム蓄電池の電極サンプルを並べてい

る。その後、サンプルは最新のシンクロ

トロンＸ線顕微鏡法用に薄くスライス

される。（Jeff McMillan 氏撮影） 
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LFP のようなカソード材料は、家庭用電気製品の蓄電池のように簡単、あるいは頻繁に

交換できないアプリケーション用の大容量で長寿命のリチウムイオン蓄電池の研究にお

いて重要な意味を持つ。ゆくゆくはコバルト酸リチウム電池が LFP 蓄電池に置き換えら

れる可能性のある、さらに広いアプリケーションの中には、電気自動車用や航空機用も含

まれる。 
 

顕微鏡観察技術で見られたポップコーンのよ

うな粒子挙動 
 

蓄電池の横断面を全面的に観察することで、

研究者は蓄電池の充放電効率を制限している

プロセスについての論議に重要な手掛かりを

与えた。 
 

 充放電速度を最適化するための以前の試みの中には、導電性を高めるための粒子コーテ

ィングや変換速度を上げるための粒子サイズの縮小などがあったが、リチウム粒子の外部

から内部に移動するリチウムの道を阻む、重要な効率制限ステップだと考えられる開始プ

ロセスは見過ごされていた。 
 

商用の蓄電池の極薄片を調べるために X 線顕微鏡法を使うことで、サンディアの研究者

は LFP の充放電が相変態の開始、又は核生成によって制限され、粒子の大きさに影響さ

れないという証拠を得た。 
 
 LFP の電極は、リチウムが豊富な状態あるいは少ない状態のいずれにおいても、均質な

粒子のモザイクを形成する。サンディアの研究では、リチウムイオンのカソードへの挿入

による相変態の粒子毎（particle-by-particle）又はモザイクの経路を確認した。この発見

は事前の仮説と相反するものであった。 
 

「ある流布された理論は、全ての粒子がリチウムに晒されると、並行して相変態で一斉

にゆっくりと放電を始めるというものでした。」と語るのは El Gabaly 氏。「今回、我々

はプロセスがむしろポップコーンのようなものだとわかりました。１つの粒子が完全に放

電してから、次へ（の粒子）と、ポップコーンにように１粒ずつ進んでいき、リチウムを

吸収します。」 
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スライスして、賽の目に切ることがリチウムイオン充電を理解する一助となる 
 

リチウムイオンは充放電の際に、蓄電池の電極材料を出入して移動する。リチウムイオ

ン蓄電池が充電されるときは、「脱リチウム化」として知られるプロセスで、外部電圧ソ

ースがカソード（陽極）材料からリチウムイオンを抜き出す。「リチウム化」として知ら

れるプロセスで、リチウムイオンは電解質を通り抜け、アノード（陰極）材料に入り込む

（層間挿入）。蓄電池からの放電時には、同様のプロセスが逆転して起こる。 
 

 「私たちは２つの位相だけを観察しました。粒子にリチウムがある位相とない位相です。」

と El Gabaly 氏は語った。「多くの過去の研究では、研究者は一粒子の内部の充電プロセ

スの理解に焦点を当てていました。」 
 
 El Gabaly 氏とサンディアの同僚は商用蓄電池から人の毛髪よりほんの少し厚みのある、

ちょうど LFP 粒子の一層となる薄片を採取し、蓄電池の異なる充電状態時に約 450 粒子

のリチウムの位置をマッピングした。 
 
 「私たちの発見は、比較的大きな粒子の集合体のリチウムをマッピングしたことで可能

になったのです。」と El Gabaly 氏は語った。 
 
多くのツールや施設が研究に貢献 
 

研究者はニューメキシコにあるサンディアのセル蓄電池のプロトタイプ施設を使って

原材料から商用コイン型蓄電池を製造することがで

きた。この施設はリチウムイオン蓄電池の小ロット

を製造する設備を備えたエネルギー省で最大の施設

である。その後、蓄電池は、カソードからアノード

への空間的経路を保つスライス層の新手法を用いて、

サンディアのカリフォルニア州リバモアの施設で、

充電され、正常の挙動を試験され、分解された。 
 
 サンディアの研究者は、Advanced Light Source 
(ALS)の最新の走査型透過X線顕微鏡法(STXM)を使

って材料の特性を明らかにするため、ローレンスバ

ークレー国立研究所へ行き、透過電子顕微鏡法

(TEM)による研究のためサンディアのカリフォルニ

アの施設に戻った。 
 
 

 
走査型透過 X 線顕微鏡法によって見ら

れる化学情報重ね合わせた透過電子顕

微鏡法による LFP 粒子。赤はリン酸鉄

リチウムを表し、緑はリン酸鉄、又は

リチウムのない LFP を表す。（サンデ

ィア国立研究所の厚意による画像） 
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「ALS からの X 線分光法で、個別の粒子の内部がどうなっているのか、リチウムがど

こに存在するのかがわかりますが、空間分解能が高くありません。蓄電池の全層のどこに

全ての粒子が分散しているのかを知るため、同じ薄片の透過電子顕微鏡による観察が必要

でした。」と語るのは、サンディアの前トルーマン・フェローで、論文の主執筆者でスタ

ンフォード大学の Precourt Institute of Energy の准教授でセンター・フェローの Chueh
氏。 
 
 サンディアの研究チームらは、最近のサンフランシスコで行われた Materials Research 
Society の春の会議において、技術的発見を発表した。その発表の結果、他の研究者が理

論モデルを立証するために本研究成果を利用していると、El Gabaly 氏は語った。また、

ある企業がすでに、別のさらに複雑な蓄電池材料について、サンディアが行っているもの

と類似の研究に強い興味を示しているため、チームは産業界と提携するであろう。  
 
 サンディアの研究チームは、国家安全保障科学・エンジニアリングにおけるサンディ

ア・トルーマン・フェローシップや ALS にも支援を行っている DOE 科学局による支援な

ど、国内の資金提供を受けている。 
 
 サンディア国立研究所は、DOE の国立核安全保障庁のための多種のプログラムを行う

研究所で、ロッキード･マーティン社 (Lockheed Martin company) の 100%子会社である

サンディア社(Sandia Corporation)によって運営されている。サンディア国立研究所の主

な施設はニューメキシコ州アルバカーキとカリフォルニア州リバモアにあり、国家安全保

障、エネルギー･環境技術、そして経済競争の分野における重要な研究開発という責務が

ある。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 広報部 勝本 智子） 
 
出典：本資料は Sandia National Laboratories の以下の記事を翻訳したものである。 
“”Popcorn” particle pathways promise better lithium-ion batteries” 
https://share.sandia.gov/news/resources/news_releases/popcorn_batteries/ 
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(1097-9) 
 
【新エネルギー分野（バイオマス）】 
 
仮訳 
 
少量でも効果的：少ない酵素でバイオマスの燃料変換効果を高める

セルロース構造(米国) 
 

セルロースのナノファイバー分解方法を改善することがコスト効果の高いバイオ燃料

生成の鍵となる 

 
 【ニューメキシコ州 LOS ALAMOS、2013 年 6 月 19 日】セルロースのナノファイバ

ー分解方法を改善することはコスト効率の良いバイオ燃料生成の根幹を担うものであ

り、ロスアラモス国立研究所(LANL)とグレートレイクバイオエネルギー研究センター

(GLBRC)が行う新たな研究テーマでもある。研究者たちはセルロース系の非食用植物

からバイオ燃料を生産するための新たな化学前処理やデザイナー酵素の開発に向けて、

結晶構造のセルロースナノファイバーが持つユニークな特性を研究している。 

 
酵素(ブルー)が個々のセルロース鎖(ピンク)を前処理されたナノファイバー表面(グリーン)から引き抜

き、単糖へと分解する。イメージ図クレジット：Shishir Chundawat 氏、グレートレイクバイオエネ

ルギー研究センター 
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 「セルロースは植物の細胞壁に結晶ナノファイバーとして存在するもので、コンクリ

ートの柱に組み込まれている補強スチールに似ています。」と、GLBRC の Shishir 
Chundawat 氏は言う。「より安価にバイオ燃料を生成するには、より少ない酵素で、

密集するナノファイバーを如何に効率的に可溶性糖質に分解できるかが鍵となります。」 
 
 今週発刊される米国科学アカデミー紀要(PNAS: Proceedings of the National 
Academy of Sciences)掲載の記事が示唆するには、意外なことに、セルロースポリマー

と結合する酵素数が増加しても、単糖への分解速度が必ずしも増すわけではないという。

実際に、Chundawat 氏の研究チームは新たなバイオマス前処理を用いて、セルロース

を「セルロース III」と呼ばれるユニークな結晶構造に変換させ、結合する天然酵素の

数を減らしながらも単糖生成量を 5 倍にまで増加させた。 
 
 「グレートレイクバイオエネルギー研究センター(GLBRC)が現在開発を進めている

セルロース結晶構造を選択的に変化させられるというこの型破りな前処理方法によっ

て、酵素の使用量は大幅に削減されることになるでしょう。これが、コスト効率の良い

セルロース系のバイオ燃料生成にとって重要な意味を持つのです。」と、GLBRC のバ

イオマスの分解研究分野を指揮する、ミシガン州立大学の Bruce Dale 氏は言う。 
 
 研究者たちはこれまでにも天然酵素の結晶構造を、酵素による分解を加速させるセル

ロース III へと変換する実証を行ってきたが、セルロース III が低い酵素結合レベルで

糖の生成量を増やしたという最近得られた結果は予想外のものであった。今回の発見を

解説するため、Gnana Gnanakaran 氏と Anurag Sethi 氏が率いる Chundawat 氏と

LANL の研究チームは機能速度論的モデル(mechanistic kinetic model)を開発し、セル

ロースに対する酵素親和性と触媒効率の関係が予想よりも複雑であることを示した。 
 
 未処理のセルロース表面とは異なり、セルロース III の表面は粘着性が弱く、天然酵

素が不活性のまま結合するのを困難にしていることが判明した。機能速度論的モデルは

さらに、結合が減少したにも関わらず酵素活性が強化された原因は、前処理されたナノ

ファイバー表面から個々のセルロース III 鎖が酵素によって比較的容易に引き抜かれ、

これが単糖に分解されるためであると予測している。 
 

「こうした発見によって今後新たな酵素の開発が促進されて、前処理によってセルロ

ース III をより豊富に含んだバイオマスが生産され、現状では再生不能資源である化石

燃料から生産されている燃料や有用化合物をバイオマスから変換できるよう酵素の適

合性が高められ、コスト効果も高まるでしょうから、ワクワクしますね。」と

Gnanakaran 氏は言う。 
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当該研究論文へのオンラインリンク： 
“Increased enzyme binding to substrate is not necessary for more efficient cellulose 
hydrolysis” PNAS 2013; 
2013 年 6 月 19 日の印刷物発行前に発表, doi:10.1073/pnas.1213426110. 
 
 この研究はグレートレイクバイオエネルギー研究センター(ウィスコンシン大学シス

テム理事会と米国エネルギー省間での協力協定 DE-FC02-07ER64494 を通じ、米国エ

ネルギー省科学局、生物学環境研究局が支援)から資金提供を受けている。LANL の研

究チームは全米先端バイオ燃料コンソーシアム(NABC: National Advanced Biofuels 
Consortium)、非線形研究センター、LANL 内にある研究所特定研究 (LDRD: 
Laboratory Directed Research & Development)の支援を受けている。 
 
 
グレートレイクバイオエネルギー研究センターについて 
 
 グレートレイクバイオエネルギー研究所(GLBRC)はエネルギー省(DOE)科学局の資

金提供を受けて 2007 年に設置された 3 つの研究センターのうちの一つであり、新たな

セルロース系バイオ燃料技術を構築するための基礎研究を目的としている。ウィスコン

シン大学(ウィスコンシン州 Madison)が率いる GLBRC はミシガン州立大学(ミシガン

州 East Lansing)が有力なパートナーとなっている。その他にも科学的パートナーとし

て DOE 傘下の国立研究所、学術機関、バイオテクノロジー企業も協力を行っている。 
 

 

翻訳：NEDO（担当 広報部 望月 麻衣） 
 
出典：本資料は、米国ロスアラモス国立研究所の以下の記事を翻訳したものである。 
“Less is more: Novel cellulose structure requires fewer enzymes to process biomass 
to fuel” 
http://www.lanl.gov/newsroom/news-releases/2013/June/06.19-cellulose-structure-r
equires-fewer-enzymes.php 

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1097, 2013.7.22

32

http://www.lanl.gov/newsroom/news-releases/2013/June/06.19-cellulose-structure-requires-fewer-enzymes.php
http://www.lanl.gov/newsroom/news-releases/2013/June/06.19-cellulose-structure-requires-fewer-enzymes.php


(1097-10) 
 
【ロボット技術分野（生活支援ロボット）】 
 
仮訳 
 

猫のように走るロボット（スイス） 
 
 
 
 
 
 
2013 年 6 月 17 日 
 

猫の形態を忠実に再現して設計した足の成果によって、スイス連邦工科大学ローザンヌ

校（EPFL）の四足歩行する「チータの子ども型ロボット（cheetah-cub robot）」（FP7 に

よる「AMARSi」プロジェクトの 1 つ）は、小さくて軽く、そして動きが速いという同校

のモデルと同じ長所を持つ。まだ実験段階ではあるが、このロボットは移動運動やバイオ

メカニクス（生体工学）の研究基盤として役立つことが予想される。 
 
 頭部が無くとも、それでも何の動物だか分かるはずだ。このロボットには、紛れもなく

猫の模倣がされている。EPFL のバイオロボティクス研究所（Biorob）によって開発され

た小型の四足歩行プロトタイプロボット「チータの子ども型ロボット」は、学術誌

「International Journal of Robotics Research」に本日掲載された論文の中で説明されて

いる。本プラットフォームの目的は、バイオメカニクスの研究を促進することである。本

ロボットの特徴は足の設計であり、これによりロボットに高速性や安定性が生まれる。こ

のコンセプトに基づき開発されたロボットは、最終的に捜索救助や探査などにおいて活用

される予定である。 
 
 このロボットは、同分野、すなわち 30kg 未満の小型四足歩行ロボットの標準的なスピ

ードの中では最速である。テスト中、1 秒間で体長の約 7 倍の距離を走る能力を実証した。

本物の猫ほど機敏さはないが、全速力で走っていても、又は小さな段差のような障害のあ

るコース上を走っても、依然として優れた自動安定化特性を有する。加えて、本ロボット

は非常に軽くて小型、そして頑丈であり、安価で入手しやすい材料から組み立てることが

可能である。 
 
 

動画（YouTube）リンク 
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忠実な再現 

 このロボットの何よりの長所は、その足の設計にある。研究者らは、このロボットの新

たなモデルを開発した。それは猫の足を細心に渡り観察し、忠実に再現したものである。

体節の数－各足に 3 つ－とその全体のバランスは、猫のそれと同一である。腱を再現する

ためにバネが使用され、筋肉の代わりにアクチュエーター－エネルギーを運動に変換する

小型のモーター－が用いられている。 
 
 「この形態学によって、ロボットに機械による特性が付加される。特性とは、猫が持つ

利点、即ち適切な場所における際だった走行能力や伸縮性であり、これにより安定性が確

実となる。従って、自然にロボットはより自律的になる。」と説明するのは、Biorob の科

学者 Alexander Sprowitz 氏である。 
 
捜索に適したサイズ 

 Biorob ディレクターの Auke Ijspeert 氏によると、本発明は研究所が行ってきたサンシ

ョウウオロボットやヤツメウナギロボットなど移動運動の研究の延長にある継続研究であ

るという。「研究は未だ実験段階であるが、チータの子ども型ロボットの長期的な目標は、

例えば自然災害などの状況下で、捜索や救助のような探査に使用するために、高速で機敏、

そしてしっかりした機械の開発ができることである。ロボット活用の新たな解決策を開発

するために、動物界の法則を研究し活用することが、我々の研究の最重要点である。」 
 
 

翻訳：NEDO（担当 広報部 室井 紗織） 
 
出典：本資料は、スイス連邦工科大学ローザンヌ校（Ecole Polytechnique Federale de 
Lausanne：EPFL）の以下の記事を翻訳したものである。 
“A robot that runs like a cat” 
http://actu.epfl.ch/news/a-robot-that-runs-like-a-cat/ 
Used with Permission of Ecole Polytechnique Federale de Lausanne 
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(1097-11) 
【政策】 

 
仮訳 
 

世界新記録：風力発電と太陽光発電で電力供給量の 
60%を越える(ドイツ) 

2013 年 6 月 18 日 
 
 

ミュンスター：ドイツでは、電力グリッドでの電力供給は、再生可能エネルギー発電

が大きなシェアを持っている。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、先週の日曜日の 2013 年 6 月 16 日に、ドイツの風力発電と

太陽光発電が（電力グリッドにおいて）初めて国内の必要電力供給容量の 60%を越え

たと発表した。過去の最高値である 59.1%は、その前日の土曜日である 2013 年 6 月 15
日に記録された。 
 
 「現時点で風力発電と太陽光発電が必要電力容量の 60%を越えると考えられる国は

世界中でドイツ以外には見当たりません。」とミュンスターの Norbert Allnoch 博士は

コメントした。「これらの数値は、現在行われている国家エネルギーシステムの転換プ

ロセスの中で何度も繰り返し引き起こされる議論と相反します。その議論というのは、

電力グリッド上で風力発電と太陽光発電がこれほど大きな割合を占める電力供給では、

ドイツのような工業国家を維持することができないというものです。」と Allnoch 博士

は強調した。数値は European Energy Exchange (EEX：欧州エネルギー取引所)から

のデータの評価を基にしている。 
 

背景 
 
2013 年 6 月 16 日の日曜日、送電網（電力グリッド）事業者によって発表された数値

によると、午前 7 時から午後 8 時までの間、風力発電と太陽光発電から電力グリッドへ

の供給容量は、約 7,000 から 30,000MW までの間を記録した。午後 2 時から午後 3 時

までの間、電力供給は約 48,500MW の発電容量を必要とした。この時間帯に、風力発

電が約 9,300MW、太陽光発電が約 20,300MW を供給した。風力発電と太陽光発電が

合わせて約 29,600MW の容量を占める一方、従来型の発電（原子力、石炭、ガス、石

油）は 18,900MW の容量のみにとどまった。その結果、風力発電と太陽光発電施設が

ドイツで必要とされる発電電力容量の約 61%のシェアをカバーした。 
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翻訳：NEDO（担当 広報部 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。 
“New world record: Wind and solar account for over 60 percent of power supply” 
http://renewable-energy-industry.com/press-releases/press-releases_detail.php?cha
ngeLang=en_GB&newsid=4514 
(Used with Permission of IWR) 
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(1097-12) 
【クリーンコールテクノロジー分野（CO2回収）】 
 
仮訳 

排ガス中の CO2除去(米国) 
 
今回の提案で従来システムの効率化が可能となり、既存の(火力)発電プラントへ

の組み込みも簡易化できる。 
 
著者：David L. Chandler 氏、MIO News Office 
MIT News (http://web.mit.edu/press/2013/getting-the-carbon-out-of-emissions.html) 
 
 
 【マサチューセッツ州 CAMBRIDGE】世界的な気候変動の最たる原因として考えら

れているガスの抑制手段の一つとして、世界中で多くの研究者たちが化石燃料発電プラ

ントから排出される CO2 の「除去」方法を捜しだそうとしている。しかし、大抵のプ

ラントでは発電タービンを稼働させるために使用される蒸気をこの(CO2除去)システム

に供給するために複雑な配管を巡らせる必要があるため、既存プラントへの配管組み込

みは現実的な提案ではない。 
 
 現在 MIT の研究者たちは、蒸気を使用せず、低温操作が可能で、既存の発電プラン

トに比較的容易に追加することのできる「プラグ・アンド・プレイ」方式の(CO2)除去

システムを開発している。 
 
 この新たな電気化学的システムについては、オンライン出版されたばかりの Energy 
and Environmental Science 誌に掲載されている、博士課程の学生 Michael Stern 氏、

化学工学教授 T. Alan Hatton 氏、その他 2 名による論文で紹介されている。 
 
 このシステムではよく研究されている技術の一つが採用されており、アミンと呼ばれ

る化合物を用いてプラントからの排ガスに含まれる CO2 と化学結合させ、別チャンバ

ーで熱することで CO2 ガスを放出させている。しかし、従来型のプロセスではアミン

と CO2 ガスを分離させるために必要な熱を供給するには、発電プラントの低圧蒸気の

うちのおよそ半分をシステムに送り込む必要がある。こうした大量の蒸気を送り込むこ

とは既存の発電プラントに大掛かりな変更を求めることになるため、既存発電プラント

への組み込みは経済的に実現できるものではないと考えられている。 
 
 この新システムでは、アミンと CO2 の分離を、蒸気をベースとした方法に代わって

電気化学的プロセスで行っている。必要とされるのは電気のみで、既存プラントに容易
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に追加できる。 
 
 このシステムでは、下部から排ガスが立ち昇ってくる吸収塔の一番上からアミン溶液

を注入する。アミンは排ガスに含まれる CO2 を結合し、吸収塔の下部において液状で

回収される。その後(アミンは)、金属電極を使った強制的に CO2を分離させる電気化学

的プロセスを経て、元のアミン分子に再生され、再利用できるようになる。 
 
 従来の熱－アミン除去システムを用いた場合でも、この技術によってプラントからの

排出 CO2の 90%を除去できるはずであると、研究者たちは言う。しかし従来の CO2回

収プロセスがプラントの電力出力の約 40%を使用するのに対し、新システムの消費電

力はわずか 25%であるため、より魅力的であるとされている。 
 
 さらに、蒸気をベースとしたシステムが連続的な運転を必要とするのに対し、全電気

方式では需要のピーク時にダイヤルを戻すだけで、より柔軟な運転が可能になると

Stern 氏は言う。「私たちのシステムでは、プラグを差し込むだけで、(すぐに運転を可

能とし、逆に)コスト高になったり、又は多くの電力出力が必要となったときは、すぐ

にシステムの機能を下げることができるのです。」と彼は言う。 
 
 このプロセスには他にも優れた点があり、長期処理用に(CO2)ガスを地下貯留層へ注

入する際に必要とされる CO2の加圧が CO2分離時に行える。他システムではガスを圧

縮するコンプレッサーを別に設置する必要があり、より複雑で非効率になってしまう。 
 
 化学品自体、主に小分子ポリアミンであるが、これらは広く使用され、工業材料とし

て利用しやすいものであると Chemical Engineering Practice (化学工学実践)の特別教

授(Ralph Landau Professor)である Hatton 氏は言う。今後の研究で、数種類ある化合

物から今回提案されたシステムに最適なものの分析が行われるだろう。 
 
 MIT の元研究科学者 Fritz Simeon 氏や MIT エネルギーイニシアティブの主任研究

員 Howard Herzog 氏を含むこの研究チームは、これまでに当該システムの数学モデリ

ングや小規模ラボ試験を行ってきた。今後はシステムの性能を証明するため、より大規

模な試験へ移行していきたいと考えている。このシステムは 5 年から 10 年で広く商用

化されるようになると言う。 
 
 このシステムはボイラーからの蒸気に頼らないため、CO2排出量の多いセメント工場

等、蒸気を用いない設備でも利用することができると Stern 氏は言う。鉄やアルミニウ

ムの製造プラントからの CO2排出抑制も可能となる。 
 
 この他にも、人体に悪影響を及ぼすレベルにまで CO2 を蓄積する潜水艦や宇宙探査
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機等、継続的に CO2除去が必要な場面にも役立つと Hatton 氏は言う。 
 
 この研究は Siemens AG 社、そしてエネルギー先端研究計画局を通して米国エネルギ

ー省から支援を受けている。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 広報部 望月 麻衣） 
 
出典：本資料は、米国マサチューセッツ工科大学の以下の記事を翻訳したものである。 
“Getting the carbon out of emissions” 
http://web.mit.edu/press/2013/getting-the-carbon-out-of-emissions.html 
Reprinted with permission of MIT News (http://web.mit.edu/newsoffice/) 
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(1097-13) 
【材料･ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰ分野（革新的材料･ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰ）】 
【電子･情報通信分野（ﾈｯﾄﾜｰｸ/ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ）】  

      
強誘電体-グラフェン-強誘電体ナノ構造 テラヘルツプラズモン 

                  
仮訳 
 

Ferroelectric-graphene-based system could lead to  
improved information processing 

New system uses two-dimensional structures to guide plasmonic waves at ultrashort 
wavelength, offering a new platform for memory and computer chips. 

David L. Chandler, MIT News Office 
MIT News 

 
 

強誘電体・グラフェンベースのシステムが 
情報処理能力を向上させる（米国） 

超短波長でプラズモン波を導く、2次元構造を利用する新システムが 
メモリーやコンピューターチップに新たなプラットフォームを提供 

2013 年 6 月 21 日 
 
 
 米・マサチューセッツ工科大学(Massachusetts Institute of Technology: MIT)の研究者

らが、データ記憶によく利用される種類の強誘電体と、非常に優れた電子的・機械的特性

で知られる炭素の 2 次元構造を持つグラフェンを組合せた新しいシステムを提案した。こ

れがもたらすハイブリッド技術により、最終的には決まったスペースにより多くのコンポ

ーネントの設置が可能となり、より高速で低エネルギー消費のコンピューターやデータ記

憶チップの実現に繋がるかもしれない。 
 
 この新しいシステムは、表面プラズモンと呼ばれる波長を制御することで機能する。こ

れらの波長は材料の境界面に閉じ込められた電子の振動であり、新システムではテラヘル

ツ帯の周波数で作動する。この周波数は赤外線とマイクロ波無線送信の中間領域にあり、

次世代コンピューターデバイスに理想的とされている。 
 
 この研究結果は、機械工学の Nicholas Fang 準教授、ポスドクの Defei Jin 氏および他

3 人の研究者による、Applied Physics Letters 掲載の論文で報告されている。 
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 この新システムは、光波を利用す

る光ファイバーケーブルやフォトニ

ックチップなどの、電線や電気デバ

イスとの接続デバイスの新しい構築

方法を提供するだろう。現在これら

の接続デバイスが、データ転送の速

度低下や必要なコンポーネント数を

増加させる等の障害となっている。 
 
 この新システムにより、光をより

短い波長スケールに凝縮することが

可能となり、チップの決まった面積

に配置するコンポーネントの密度が

10 倍になると、Fang 準教授は言う。 
 
 研究チームによる最初の概念実証

デバイスでは、2 層の強誘電体材料

の間にグラフェンの小片を挟んで、シンプルで切替え可能なプラズモン導波管を作った。

これにはニオブ酸リチウム(lithium niobate)を使ったが、他にも多くのこのような材料を

利用できると研究者らは言う。 
 
 これらの導波管に自由空間波長の数百分の一に光を凝縮して閉じ込めることができて、

これは他の同程度の導波管システムに比べて 10 倍の向上を示していると Jin 氏は述べ、

次のように続ける。「これにより光信号の送信・処理の大変興味深い領域が切り開かれます。」 
 
 さらに、MIT の研究者らによれば、高速で強誘電体メモリーデバイスへの電子データの

書き込みや読み取りをする新しい方法をこの研究が提供する可能性があるという。 
 
 本研究には携わっていないカリフォルニア大学サンディエゴ校の物理学の Dimitri 
Basov 教授によれば、MIT の研究チームは「技術的に重要である[テラヘルツ]領域での作

動にふさわしい極めて興味深いプラズモン構造を提案しました。…多くの研究グループが

これらのデバイスの向上を必ず試みることでしょう。」と話す。 
 
 しかし Basov 教授はこう注意する。「プラズモニクス全体で問題となるのは、損失です。

この損失について十分な研究と理解が必要となります。」 
 
 

（Ctrl+クリックで画像を拡大） 
強誘電体-グラフェン-強誘電体のナノ構造の概略図。強誘

電体の異なる領域が、グラフェン上の高密度な導波管のパ

ターンを決める。超短波のテラヘルツプラズモンが、これ

らの導波管を流れる。 

画像提供：Qing Hu 

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1097, 2013.7.22

41

http://img.mit.edu/newsoffice/images/article_images/original/20130620115856-0.jpg


 本研究は Fang 準教授と Jin 氏に加え、大学院生の Anshuman Kumar 氏、前ポスドク

の Kin Hung Fung 氏（現在は Hong Kong Polytechnic University に在籍）、そして研究

科学者 Jun Xu 氏により、米国立科学財団(National Science Foundation)および米国空軍

科学研究局(Air Force Office of Scientific Research)の資金支援を受け実施された。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 広報部 松田 典子） 
 
出典：本資料は、マサチューセッツ工科大学(MIT)の次の記事を翻訳したものである。 
“Ferroelectric-graphene-based system could lead to improved information processing” 
（http://web.mit.edu/newsoffice/2013/ferroelectric-graphene-based-system-could-lead-t
o-improved-information-processing-0621.html）  
(Reprinted with permission of MIT News: http://web.mit.edu/newsoffice/) 
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(1097-14) 
 
【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）】 
【バイオナノテクノロジー分野（医療システム）】 
 
仮訳 
 

血液一滴からの疾患の検知に有望な新デバイスの開発（米国） 
 
 
〔ニューアーク 2013 年 6 月 21 日〕 

カーボンナノチューブの最先端研究で知ら

れる NJIT（ニュージャージー工科大学）の

研 究 教 授 が 、 チ ッ プ 上 に 加 工 さ れ た

（lab-on-a-chip）プロトタイプの製造を指導

している。このプロトタイプにより、将来医

師が血液などたった一滴から疾病やウィルス

を検知することが可能になるという。 
“Scalable nano-bioprobes with sub-cellular 
resolution for cell detection：細胞検知のた

めの細胞レベルの分解能を有する拡張可能な

ナノバイオプローブ”（2013 年 7 月 15 日に

発 刊 さ れ る 学 術 誌 「 Biosensors and 
Bioelectronics」(Elsevier, Vol. 45)に掲載予

定だが、現在ウェブ上で閲覧可能）には、NJIT
の研究教授 Reginald Farrow 氏と元ポスド

ク研究員 Alokik Kanwal 氏、そして彼らのチームが、高度な空間分解能を保つ能力をもっ

た移動性の単一細胞を非侵襲ですばやく検知するための、カーボンナノチューブを基盤と

するデバイスを如何にして作り出したかを述べている。 
 
「センサーを用いて我々が作ったデバイスにより、医療関係者はデバイスのアクティブ部

分にたった一滴を落とすだけで細胞の電気特性を測定することができるようになる。」と

語るFarrow 氏は、NJIT Board of Overseers Excellence in Research Prize and Medal 
（NJIT監督委員会研究優秀賞及びメダル）のNJIT最高栄誉賞の受賞者である。「この種

の研究をしているのは決して我々だけではないが、我々の考えが優れている点は、細胞の

電気特性やパターン、及びそれらの特性が如何に細胞の種類の間で異なっているかの測定

方法である。」 
 

チップ上に加工された（lab-on-a-chip）この

プロトタイプにより、将来血液などのたった

一滴の液体から医師が疾病やウィルスの検知

をすることが可能となる。 
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 論文の中で、NJIT研究者らは3種類の電子プローブを用いて、3種類の細胞の評価を行

った。Farrow氏はこう付け加える。「これは予備的な研究であったので、細胞の特徴的な

性質が明らかになったわけではない。ここで確かに言えることは、これらの細胞が電気的

特性のベースでは異なるということだ。健康な細胞内の電荷の分布は、病気になると著し

く変化することは分かっているが、特徴的性質を解明するには時間がかかる。」 
 
 本研究は最初、生物兵器となる物質を特定する手段として、軍から支援を受けていた。

しかしFarrow氏は、用法はさらに多岐に渡り、ウィルスや細菌、癌までも検知できる可能

性があると考えた。また、本研究は将来脳神経細胞のような正常な細胞の健康診断までで

きると考えられている。2010年以降、3つの米国特許（“Method of forming nanotube 
vertical field effect transistor,” #7,736,979 (2010)；“Nanotube device and method of 
fabrication” #7,964,143 (2011) ； “Nanotube device and method of fabrication” 
#8,257,566 (2012)）がこのデバイスに対して取得された。さらに、他にも出願中の特許が

ある。 
 
 本研究のデバイス（画像を参照）は、製造において標準的な相補型金属酸化物半導体

（CMOS）技術が活用されており、縮小が容易にできる（数ナノメートルに至るまで）。

CMOSとの互換性を維持するため、組み立て後、電気泳動法によりナノチューブが蒸着さ

れる。 
 
 本デバイスには、大きさが単細胞と同じか、単細胞より小さい6ミクロンの間隔が空け

られている。細胞を検出する能力を実証するため、研究者らはヒト胎児腎臓（HEK）、マ

ウスの神経細胞、そして酵母細胞にインピーダンス分光法を実施した。測定は細胞がある

場合と無い場合、そしてナノチューブがある場合と無い場合で行われた。ナノチューブは、

細胞の検出を成功させるには不可欠であることが判明した。 
 
 カーボンナノチューブは非常に強度のある導電性の構造で、直径はたった1ナノメート

ル、つまり1メートルの10億分の1であり、約10個の水素原子が一列に並んだ長さである。

Farrow氏のブレイクスルーは、超微小の結晶性電気ワイヤーの1本を基板の特定の位置へ

しっかりと接着させるという制御方法である。また、彼の方法は同時に何百万ものナノチ

ューブのアレイを同時に接着させ、多数のデバイスを同時に効率的に製造するという方法

を導入している。 
 

固有の特性を有する単層カーボンナノチューブの位置決めが可能になれば、さらなる大

きな前進の可能性がもたらされる。他の可能性には、人工膵、三次元電子回路、そしてか

つてないエネルギー密度を有するナノスケールの燃料電池などがある。 
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Farrow氏は、論文審査のある学術誌や会報において60本を超える論文を発表しており、

11件の特許を取得、うち4件はNJITに在籍中に取得した。また、14件の招待講演を行って

いる。本研究は、米国国防総省国防高等研究事業局、国立衛生研究所、米国陸軍武器研究

開発技術センターにより、すべての支援を受けた。Farrow氏は、EIPBN(Electron, Ion, and 
Photon Beams and Nanofabrication)国際シンポジウム2012の議長を務めた。Farrow氏は

スティーブンス工科大学で博士号を取得している。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 広報部 室井 紗織） 
 
出典：本資料は、米国・ニュージャージー工科大学（NJIT: New Jersey Institute of 
Technology）の以下の記事を翻訳したものである。 
“Published Research Shows Promise of New Device To Detect Disease With Drop of 
Blood” 
http://www.njit.edu/news/2013/2013-218.php?utm_source=njit&utm_medium=tile&ut
m_content=news-tile&utm_campaign=lab-chip 
Used with Permission of New Jersey Institute of Technology 
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