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(1099-1)
【新エネルギー分野(バイオマス)】
仮訳

フロリダプロジェクトで米国初となる商業規模による
セルロース系エタノール製造を開始（米国）

【2013 年 7 月 31 日 ワシントン】本日、エネルギー省(Department of Energy: DOE)は、
フロリダ州 Vero Beach の INEOS Bio 社の Indian River BioEnergy Center における、米
国初となる商業規模のセルロース系エタノール製造を認可した。INEOS Bio 社と New
Planet Energy 社の合弁事業(JV)を通して設立されたこの事業では、1990 年代に開始され
DOE の支援によって開発された、木くずや草木の切り落とし、その他の廃棄物を輸送用
燃料および熱・電力用エネルギーに変換するガス化と発酵技術を組み合わせた独自のハイ
ブリッド技術を利用する。
「米国の豊富なエネルギー源全ての責任ある開発の可能性を引き出すことは、私たちの
「包括的なエネルギー戦略(all-of-the-above energy strategy)」の重要な責務です。」と
DOE 長官 である Ernest Moniz 氏は述べ、こう続ける。
「本日の商業規模のセルロース系
エタノール製造開始の発表は、成長するグローバル産業における米国のリーダーシップの
重要な指標となるものです。また、米国のエネルギーポートフォリオの多様化を支援し、
CO2 の排出を削減し、そして未来のエネルギーブレークスルーをもたらす革新的な技術に
対する初期段階での投資の必要性を実証するものです。
」
オバマ大統領の「気候変動に関する行動計画(The President’s Climate Action Plan)」で
明確化されているように、バイオ燃料は米国のエネルギー安全保障の強化、地域経済成長
の促進、輸送部門における温暖化ガス排出削減において重要な役割を担っている。DOE
によるこの分野における研究開発活動は、革新的で低コストのバイオ燃料技術実用化の支
援、最新の研究結果の検証、そして商業生産の加速を支援している。
この度商業運転を開始する Indian River County BioEnergy Center (Center)では、植物
性廃棄物、庭ごみ、一般廃棄物(都市固形廃棄物)からセルロース系エタノールを年間 8 百
万ガロン生産するとともに、同施設全体の稼働と地域コミュニティーに余剰電力を供給す
るのに十分な電力容量である 6 メガワットのクリーンな再生可能電力を供給する。
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燃料、熱及び電力を生産する本事業のガス化—発酵技術は、DOE の 15 年に渡る 5 百万
ドルの資金提供により支援された、アーカンザス大学の研究事業に端を発している。DOE
による初期段階の支援において、2008 年の INEOS Bio 社によるコアとなる知的所有権の
購入とともに、本技術に関する数多くの特許の取得を支援した。
INEOS Bio 社と New Planet Energy 社の JV は、Indian River BioEnergy Center の設
計、建設、試運転および本格稼働のために 2009 年に 5 千万ドルの DOE 補助金を獲得し
た。事業費総計 1 億 3 千万ドルが投じられた本 Center 開発では、建設、エンジニアリン
グおよび製造において 400 人を超える直接雇用を生み出し、現在では 65 人の常勤労働者
を雇用している。本 Center の設備の 90%以上が、米国 10 州の米国メーカーから調達され
ている。この Vero Beach での事業は、全米の他の先進的バイオ燃料事業とともに、INEOS
Bio 社の将来の燃料生産施設の情報提供を支援することで、革新的な転換技術を利用した
商業規模のセルロース系エタノール生産の試験台の役割を果たすだろう。
米 国 の バ イ オ 燃 料 産 業 成 長 に 貢 献 す る DOE の 活 動 に 関 す る 詳 細 は
www.bioenergy.energy.gov.をご参照ください。

翻訳：NEDO（担当

広報部 松田 典子）

出典：本資料は、米国エネルギー省 (Department of Energy: DOE)の以下の記事を翻訳し
たものである。
“Florida Project Produces Nation’s First Cellulosic Ethanol at Commercial-Scale”
(http://energy.gov/articles/florida-project-produces-nation-s-first-cellulosic-ethanol-com
mercial-scale-0)
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(1099-1-1)
【関連資料】
仮訳

INEOS実証プロジェクト
INEOS New Planet BioEnergyが
フロリダ州でバイオエネルギー技術を商業化
廃棄物由来の再生可能なバイオ燃料かつクリーンなエネルギーを生産

INEOS Bio社とその合弁事業のパートナーであるNew Planet Energy社は、数百万ドルの
共同投資により先進的なバイオ燃料生産施設を建設し、クリーンエネルギー関連の雇用を
フロリダ州にもたらした。フロリダ州、Vero Beachに隣接するIndian River Country
BioEnergy Center (Center)では、植物性廃棄物、庭ごみ、一般廃棄物(都市固形廃棄
物)(municipal solid waste: MSW)を含む再生可能なバイオマスから年間800万ガロンの第
3世代バイオエタノールを生産する。同Centerではまた、出力6メガワット(発電端)のクリ
ーンな再生可能電力を供給して同施設を運転し、
余剰分を地域コミュニティーに提供する。
事業投資総額は1億3千万ドルを越え、60人の常勤雇用を含む400人の直接・間接の雇用を
創出した。本事業に関する詳細は、INEOS Bio 社のウェブサイトを参照のこと。

フロリダ州、Indian River Country BioEnergy Center
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事業の概要
同Centerは、INEOS Bio社のBioenergy 技術を採用した米国初の商業規模の生産施設であ
る。同事業は2011年2月に開始され、2012年の第2四半期に建設が完了、第3、第4四半期
において試運転および本格運転開始を実施した。ガス化と発酵の両プロセスを組み合わせ
た独特な技術を採用し、同施設は植物性廃棄物、庭ゴミ、MSWを原料(フィードストック)
として本格的な商業規模で主要な設備を実証している。
特許で保護されたプロセスを通して、原料を加熱して発生させた合成ガスを冷却し、不純
物を取り除き、自然発生するバクテリアに与える。これらの特許取得済みのバクテリアが
与えられた合成ガスをエタノールに変換する。エタノールは精製され、輸送部門で燃料と
して利用される。この独自の「原料的にフレキシブル」なプロセスは、9年間のパイロッ
ト・プラントでの試験を含め20年超をかけて開発されている。INEOS Bio社は、独自の工
場の建設に加えて、第3者とライセンシング協定を締結し、同様な商業規模のバイオエネ
ルギー工場を建設して米国と世界各国にエタノールと再生可能電力を供給する予定である。

想定される効果
本事業は、地域コミュニティーに極めて好ましい影響をもたらしている。本施設の建設に
より、地域経済に対する4百万ドル超の給与支払額と便益とともに、フロリダ州の経済に
対する2千5百万ドルを超える直接的な投資となった。本施設設備の90%超が米国の製造業
者より調達されている。このバイオマスガス化プロセスは、蒸気タービンで再生可能な電
力を生み出し、工場施設の運転と地域コミュニティーの1,400世帯へ電力を供給する。こ
の地域において燃料としてのエタノールが入手可能であることにより、フロリダ州が目標
としているE10エタノールスタンダード達成のための長距離のエタノール輸送コストとそ
れによる環境への影響が大幅に低減される。併せてフロリダ州および米国民にエネルギー
安全保障を提供することとなる。
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名称

INEOS New Planet BioEnergy

所在地

フロリダ州 ベロ・ビーチ

使用原材料

植物性廃棄物・庭ごみおよび一般廃棄物(都市固形廃棄物)

処理能力

1 日当たり 300 トン（乾燥重量）

主要生産物

セルロース系エタノールおよび再生可能電力

出力容量

(エタノール生産量)年間 8 百万ガロン、6 メガワット(発電端出力)

補助金交付日

2011 年 8 月(決定日)

温暖化ガス削減量

ガソリンに比較して 90%を超える削減量

推定雇用創出

直接・間接雇用 400 人; 常勤雇用 60 人

連絡先

Dan Cummings, (630)857-7165; bioinfo@ineos.com

翻訳：NEDO（担当

広報部 松田 典子）

出典：本資料は、米国エネルギー省 (Department of Energy: DOE)の以下の記事を翻訳し
たものである。
“INEOS DEMONSTRATION PROJECT
INEOS New Planet BioEnergy Commercializes Bioenergy Technology in Florida”
(http://www1.eere.energy.gov/bioenergy/pdfs/ibr_arra_ineos.pdf)
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(1099-2)
【新エネルギー分野（太陽光発電）】
仮訳

ローレンスリバモア国立研究所のエンジニアチームが
ソーラーエネルギー研究においてブレークスルーを達成(米国)
Kenneth K Ma, LLNL, (925)-423-7602, ma28@llnl.gov

ローレンスリバモア国立研究所(LLNL)のエンジニア Tiziana Bond 氏(中央)がナノパターンをエッチングしたシリコンウェハーを手にし
ている。後ろにいるのは Bond 氏のナノフォトニクスとプラズモニクスの研究チームメンバーで LLNL エンジニア理事会に所属する（左
から右に向かって）Elaine Behymer 氏、Allan Chang 氏、Mihail Bora 氏。

【カリフォルニア州 LIVERMORE】プラズモニックブラック金属によって、より高
効率な太陽光発電(PV：光励起するセルを搭載したソーラーパネル)を実現させ、太陽エ
ネルギー利用(solar energy Harvesting)を改善することができるようになるかもしれ
ないと、ローレンスリバモア国立研究所(LLNL)の研究者は言う。

6

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1099, 2013.9.24

LLNL

の

Materials

Engineering

Division (MED：材料工学部門)研究チーム
がブラック金属を用いた実験でブレーク
スルーを達成した。ナノ構造を持ったこう
した金属は、反射性が低く、可視光線と赤
外線の吸収性が高くなるように設計され
ている。このブラック金属の研究成果につ
いて書かれた MED 研究チームの論文”
Plasmonic Black Metals in Resonant
Nanocavities.” が 、 5 月 に 発 刊 さ れ た

高画質画像
厚さの異なるナノ構造を持つブラック金属をアルミニ
ウムでコーティングしたサンプルが、平らな高反射ア
ルミニウム上に並べられている。

Applied Physics Letters の一面記事に掲
載されている。

MED の物理学者であり、研究チームのメンバーでもある Mihail Bora 氏によって書
かれた当該記事では、LLNL のエンジニアである Tiziana Bond 氏が率いるナノフォト
ニクスとプラズモニクスの研究チームが行った実験内容が詳しく述べられている。
記事では研究チームが持つブラック金属の概念について、一般的な金属とは異なり、
ブラックシリコンの概念の延長線上にあるものとして捉えられると説明している。シリ
コンは、例えばナノスケールレベルでの粗面を作る等、一定の方法で処理することで多
重反射によって光を捕らえ、光吸収を増加させる。この処理によってシリコンの表面が
黒くなり、太陽光が持つ全ての波長スペクトルをより多く捕らえることが可能となる。
これと同様にブラック金属は数種類のランダムナノ構造(ゴールドやシルバーに見ら
れる)によって製造されるが、全ての太陽光を確実に繰り返し吸収できる保証はない。
しかし Bond 氏のチームはこの光吸収効率を改善及び制御する方法を開発し、基本的に
同金属を彼らが求める黒色に変えて、より多くの太陽光の波長を要求に応じて吸収を増
加できるようにした。彼女の研究チームは全ての太陽光スペクトルの波長を捕獲し、吸
収するナノピラー構造を作りあげた。
「私たちの記事が Applied Physics Letters 誌の特集記事に選ばれたのはプラズモニ
クスの分野、つまり PV 生産に向けた明確な設計やその結果から得られる広周波数帯域
動作に関する最先端の研究を代表する内容だからです。」と Bond 氏は言う。
いつか、この LLNL の新技術が PV 等のエネルギー利用産業に用いられる日がくる
かもしれない。Bond 氏と Bora 氏によれば LLNL 研究チームは、入射光、広いスペク
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トル、角度範囲を強く連結させたものを金属製のナノ構造に組み入れることでより効果
的な光励起と熱励起(エネルギー集積形態の一つ)を行う方法を提供しており、これをプ
ラズモン励起子変換によって行っているという。
当該記事は Applied Physics Letters で見ることが出来る。研究チームのブラック金
属に関する研究は 9 月発刊の Nature Photonics にも特集される予定。

翻訳：NEDO（担当 広報部 望月 麻衣）

出典：本資料は、米国ローレンスリバモア国立研究所(LLNL)の以下の記事を翻訳した
ものである。
“Lawrence Livermore engineering team makes breakthrough in solar energy
research”
https://www.llnl.gov/news/newsreleases/2013/Jul/NR-13-07-06.html
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(1099-2-1)
【新エネルギー分野（太陽光発電）】
仮訳

プラズモニックブラック金属のナノ共振器(米国)

（概要のみを翻訳）

概要
入射光と高い効率で結合するため、95%超の最大吸光強度と、紫外線から近赤外線ま
での波長域で調和可能なプラズモニック共鳴構造の調査を行う。吸光度範囲を複数の波
長へ拡大していくと、追加の高調波はより高い周波数で励起される。この論文では、共
振器の長さを増すことでモード間隔を狭くすること、及びナノ共振器空洞のテーパー端
部に断熱性のプラズモニックナノ焦点調節を採用することによって、広域帯での吸光度
特性を示すプラズモニックブラック金属のナノ共振器に関する概念を説明する。

翻訳：NEDO（担当 広報部 望月 麻衣）

出典：本資料は、Applied Physics Letters 掲載の以下の研究論文を翻訳したものであ
る。
“Plasmonic black metals in resonant nanocavities”
http://apl.aip.org/resource/1/applab/v102/i25/p251105_s1?isAuthorized=no
Reprinted with permission from Mihail Bora, Elaine M. Behymer, Dietrich A.
Dehlinger, Jerald A. Britten, Cindy C. Larson, Allan S. P. Chang, Keiko Munechika,
Hoang T. Nguyen, and Tiziana C. Bond, Plasmonic black metals in resonant
nanocavities, Vol. 102, Page 25, (2013). Copyright 2013, AIP Publishing LLC.
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(1099-3)
【ロボット技術分野】
【バイオナノテクノロジー分野（医療システム）
】
仮訳

触覚に反応する紙のように薄い電子スキンが
知覚ロボットや対話型環境に期待（米国）
【2013年7月21日／バークレー】 カリフォルニア大学（UC）バークレー校のエンジニア
による画期的な成果により、文字どおり、ロボットが一段と身体接触を知覚する可能性が
もたらされた。
電子工学及びコンピューター･サイエンスの準教授Ali Javey氏が率いる研究チームが、
フレキシブルなプラスチック上にユーザー対話型センサーネットワークを世界で初めて作
り出した。この新たな電子スキン（e-skin）は、接触すると即座に点灯することで反応を
示す。圧力が強くなると、より一層明るく発光する。
ローレンスバークレー国立研究所（LBNL）の科学者でもあるJavey氏は、次のように
語る。「我々が作っているのは単なるデバイスではなく、システムを構築しているのであ
る。我々は対話型電子スキンを用いて、プラスチック上に素晴らしいシステムを実証した。
このプラスチックで様々な対象を包み込むことにより、人間と機械との新たな形態のイン
ターフェースが可能となる。」
学術誌『Nature Materials』のウェブ
上で発表（7月21日、日曜日）された論文
に掲載されているこの最新の電子スキン
は、薄いゴムシートの上部に重ねられた半
導体ナノワイヤートランジスタを用いた
Javey氏の過去の研究に基づいている。
ロボットに見事な触覚を与えることに
加え、この新たな電子スキン技術は、タッ
画 像 は UC バ ー ク レ ー の エ ン ジ ニ ア が 開 発 し た
16×16 ピクセルの対話型電子スキン。触れると、有機
EL が発光する。
（Credit：Ali Javey 氏、Chuan Wang 氏）
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ートの様なものを作り出すのにも使用できるとエンジニアは確信している。
「血圧や脈拍を常にチェックする健康モニターとして、包帯のような形をした電子スキ
ンを腕に巻き付けることも考えられる」と語るのは、論文共著者で、Javey 氏のUCバー
クレー研究所にてポスドク研究者として本研究の指揮を取ったChuan Wang氏である。
最新の電子スキン実験サンプルの大きさは、16×16ピクセルである。それぞれのピクセ
ルの中に、トランジスター、有機EL、圧力センサーが収まっている。
「センサーをネットワークに組み込むのは目新しくもないが、得られたデータを対話型
に変換するのは技術ブレークスルーである。そして、iPhone やコンピューターのモニター
画面、ATM などの固いタッチスクリーンとは異なり、電子スキンは柔軟で、どんな表面
にも容易に積層できる。」と語る Wang 氏は、現在ミシガン州立大学で電気･コンピュー
ター工学の助教授をしている。
柔軟な電子スキンを作るために、エ
ンジニアはシリコンウェハー上に薄膜
ポリマー層を製作した。プラスチック
が固くなると、すでに半導体産業で電
子コンポーネントに積層するのに使用
されている製造ツールでポリマー層を
処理した。電子コンポーネントが積層
された後、単にシリコン基板からプラ
スチックを剥がしただけで、ポリマー
層に埋め込まれたセンサーネットワー
クを有する独立した膜となる。

対話型電子スキンデバイスのこの芸術的な実例では、放
射光の強度は表面が押された強さに相当する。
（Credit : Ali Javey 氏、Chuan Wang 氏）

「電子コンポーネントはすべて垂直
に組み込まれており、これは比較的安価なプラスチック上に置ける実に洗練されたシステ
ムである。本技術を商業化しやすくしているのは、プロセスが既存の半導体製造機械とう
まく調和しているところにある。」と、Javey氏は語る。
Javey氏の研究室は現在、圧力だけでなく温度や光にも反応する電子スキンセンサーの
設計に取り組んでいる。
本研究のUCバークレーの共著者に、David Hwang氏、Zhibin Yu氏、Kuniharu Takei
氏がいる。彼らは全員バークレー研究所の職も兼任している。さらに別の共著者に、
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Junwoo Park氏、Teresa Chen氏、そしてローレンスバークレー国立研究所のBiwu Ma氏
がいる。
米･国防総省国防高等研究計画局及びエネルギー省が本研究の援助を行った。
関連情報
•Engineers make artificial skin out of nanowires（UCバークレー・プレスリリース）

翻訳：NEDO（担当

広報部 室井 紗織）

出典：本資料は、カリフォルニア大学バークレー校の以下の記事を翻訳したものである。
“Paper-thin e-skin responds to touch, holds promise for sensory robotics and
interactive environments”
http://newscenter.berkeley.edu/2013/07/21/first-interactive-e-skin-built-on-plastic/
Used with Permission of University of California Berkeley
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(1099-4)
【新エネルギー分野（バイオマス）】

仮訳

Moniz エネルギー長官がコスト削減、技術革新を目標とした
新たなバイオ燃料プロジェクトを発表(米国)
2013 年 8 月 1 日
ワシントン－エネルギー省のバイオマス 2013 年次会議での発言の中で、Moniz 長官
は、米国のエネルギー安全保障を強化し、輸送部門の温室効果ガス排出を削減すること
を目指した現政権の Climate Action Plan において、バイオ燃料が重要な役割を果たす
と強調した。また、コスト競争力のある藻類燃料の開発や高度バイオ燃料用バイオマス
原材料のサプライチェーンの合理化を促進するため、2,200 万ドルを越える新たな投資
助成を行うことを発表した。
「産業界や大学と提携することで、ガソリンに対して価格競争力のある、クリーンで
再生可能なバイオ燃料を製造し、ガソリンスタンドでドライバーにさらなる選択肢を提
供し、環境を害する CO2 排出を削減することを支援できます。」と Ernest Moniz エネ
ルギー長官は語った。
米国では、輸送部門が国内総石油消費量の 3 分の 2 を、国内総温室効果ガス排出量の
3 分の 1 を占める。非食用(バイオマス)原料、廃棄物、藻類から作られるセルロース及
び炭化水素ベースのバイオ燃料は、ガソリンタンクや製油所内のガソリンや他の燃料に
直接取って代わることができる。本日発表された研究プロジェクトは、2017 年までに
価格競争力のあるドロップイン・バイオ燃料（現在、使用されている炭化水素燃料と本
質的に類似し、既存のインフラで、そのまま、すぐに使用できるバイオ燃料のこと)を、
2022 年までに藻類バイオ燃料を製造し、次世代バイオ燃料をオンラインで届けること
を目指したエネルギー省の広範な取り組みに基づいている。
藻類バイオ燃料研究開発
Moniz 長官は、技術的な障壁を打ち破り、持続可能で、安価で入手可能な藻類バイオ
燃料の開発を促進するため、カリフォルニア州、ハワイ州、ニューメキシコ州での 4 つ
のプロジェクトに約 1,650 万ドルを助成すると発表した。これらのプロジェクトは、商
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業規模の生産における建設コストや操業コストを削減するとともに、持続可能な藻類の
生産性を高めるのを支援する。


Hawaii Bioenergy 社 (DOE 助成 500 万ドル)：カウアイ島、リフエを拠点と

する Hawaii Bioenergy 社は藻類オイルを生産するためのコスト効果の高い光合成オー
プンポンドのシステムを開発する。さらに、プロジェクトではエネルギー使用を減らし、
脂質抽出や燃料中間物生産の全体コストを削減する前処理技術を実証する予定である。
Sapphire Energy 社（DOE 助成 500 万ドル）：カリフォルニア州サンディエ



ゴに本社を置く Sapphire Energy 社は、既存の製油所設備で使用可能な藻類由来燃料
製造のための新しいプロセスを開発する。また、藻類株の改良や培養改良による生産量
増加にも取り組む。
New Mexico State University（DOE 助成 500 万ドル）：本プロジェクトで、



New Mexico State University は、コストを低減し、通年生産をサポートする収穫及び
培養プロセスを開発し、微細藻類の生産量の増加を図る。


California Polytechnic State University（DOE 助成 150 万ドル）：California

Polytechnic State University は、藻類株の生産性を高める研究開発活動を行い、2 種
類の異なるプロセス技術を比較する。本プロジェクトは、6 エーカーの藻類培養池を有
するカリフォルニア州 Delhi の都市下水処理施設を拠点とする。
原材料のサプライチェーンの合理化
バイオマス 2013 会議で、Moniz 長官はまた、オハイオ州コロンバスに拠点を置く
FDC Enterprises 社が率いる、バイオマス原料のサプライチェーン全体に渡って収穫・
輸送・前処理コストの削減を目指した新しいプロジェクトについて発表した。このプロ
ジェクトは、エネルギー省から約 600 万ドルの助成を得る。
先進的なバイオ燃料産業にとって最も大きなコストのひとつが、燃料に変換する木材、
草、農業廃棄物等の原料の収穫と、それらの野原や森からバイオ燃料油精製所への運搬
である。過去 3 年間、エネルギー省は、コストを削減し、プロセスの効率化を見事に達
成する一方で、土地所有者、原料供給業者、機器製造業者、バイオ燃料油精製所のニー
ズを調和させた商業用収穫機器のプロトタイプを試験するために産業連携をサポート
してきた。
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FDC Enterprises 社のプロジェクトは、新しいフィールド機器やバイオ燃料油精製所
の コ ン ベ ヤ ー 設 計 の 開 発 や 前 処 理 技 術 の 改 良 の た め 、 POET 、 ADM 、 Clariant
International、Pellet Technology USA 等のアイオワ州、カンサス州、バージニア州、
テネシー州のバイオ燃料会社及び独立生産者と共同で行われる。さらに、本プロジェク
トでは、サンプリング及び分析コストの削減、含水量や粒子サイズ等の（バイオマス）
原料特性のリアルタイム分析を行うための（バイオマス）原料の品質管理ツールを開
発・普及する。
エネルギー省のバイオ燃料助成は、米国の農村地域で雇用を創出し、海外石油への依
存度を減らし、空気と水を守る手助けをしている。詳細はこちらを参照のこと。

翻訳：NEDO（担当 広報部 勝本 智子）

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。
“’Secretary Moniz Announces New Biofuels Projects to Drive Cost Reductions,
Technological Breakthroughs”
http://energy.gov/articles/secretary-moniz-announces-new-biofuels-projects-drive-co
st-reductions-technological
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(1099-5)
【新エネルギー分野(太陽電池)】
仮訳

電子の「スピン」が太陽電池開発のブレークスルーの鍵（英国）
最新の研究結果が廉価で高性能の太陽電池開発への道を開く
2013 年 8 月 9 日
関連 Youtube 動画

植物の自然な光合成プロセスを模倣する新しい種類
の太陽電池である有機太陽電池(organic solar cells)は、
再生可能エネルギーに革新をもたらす可能性を持つが、
現時点ではより高価な商業用のシリコン製太陽電池と競

“ この技術を活用した新素材
や太陽電池がまもなく登場する

”

と思います。

Akshay Rao 博士

合できるエネルギー変換効率性に欠けている。
現在、有機太陽電池の太陽光を電力に変換する効率は 12%ほどで、シリコンベースの太
陽電池では 20～25%となっている。
研究者らはこの度、有機太陽電池の電子の「スピン」をコントロールすることでその性
能が著しく向上することを発見した。これは、安価で高性能な太陽エネルギー技術の探求
において極めて重要なブレークスルーをもたらす。
英国ケンブリッジ大学と米国ワシントン大学の研究者らによる研究結果は、科学者らが
"new Apollo mission to harness the sun's power"(Financial Times 掲載記事。購読には要
登録)を提唱し、月に人類を送ったものと同様の精力で太陽エネルギー開発に集中すべきで
あると世界中の全政府に呼び掛けた数日後である本日、Nature 誌に掲載された。
有機太陽電池は、商業用のシリコンベースの太陽電池で使われる無機半導体に代わって
炭素ベースの大きな分子を利用して太陽光を捕獲することで人工光合成を再現するものだ。
有機太陽電池は極薄型、軽量、大変にフレキシブルで、さらに新聞のインクの様なものか
ら印刷で製造することもできるため、現在の太陽電池に比べてより速くより廉価な製造プ
ロセスが可能となる。
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しかし大きな課題となっているのは、性能の一貫性である。科学者らは今日まで、なぜ(太
陽電池中の)分子の働きが、あるものでは予想以上に優れるが他ではそうでないのかを理解
しようとしてきた。
ケンブリッジ大学の Cavendish Laboratory の研究者らは、高感度レーザーベース技術
を開発して電池中の電子の挙動と相互作用を追跡した。すると驚いたことに、材料間での
性能の違いは、量子特性の「スピン」にあることを発見した。
「スピン」とは、その角運動量に関係した粒子の特性であり、電子の「上向きスピン」
と「下向きスピン」の 2 種類がある。太陽電池中の電子は、「再結合」と呼ばれるプロセ
スで消失される。この再結合で電子はそのエネルギーを失う。つまり電子は「励起」した
状態で「ホール(正孔)」と再結合して無の状態に戻る。
研究者らは、この電子の「スピン」を特定の状態に設定することで「再結合」で起こる
エネルギーの崩壊を阻止して、電池の出力を増加できることを発見した。
「今までは不可能と考えていたのですが、スピンの物理を利用して太陽電池性能を向上
できることがわかったため、この発見には大変胸が躍ります。この技術を活用した新素材
や太陽電池がまもなく登場すると思います。」と、ケンブリッジ大学の Cavendish
Laboratory および Corpus Christi College のフェロー研究者であり、同僚研究者の Philip
Chow 氏 および Dr. Simon Gélinas と共に本研究を指揮した Dr. Akshay Rao はいう。
ケンブリッジ大学研究チームは、本研究結果の概念設計により、有機太陽電池とシリコ
ン太陽電池間の相違の溝を埋め、(有機)太陽電池の大規模な展開を実現に近づけることが
できると考えている。さらに、それらの概念設計のいくつかは、携帯電話やテレビ用のよ
り効率的なディスプレイをもたらす、新たに急成長しているディスプレイ技術である有機
EL(organic light emitting diodes: OLEDs)に応用することも可能である。
本記事冒頭の短いビデオクリップでは、研究室で本研究に使用したレーザーで作業中の
研究者らの様子を紹介している。Simon Gélinas 氏によれば、これらのレーザー技術は、
1 秒当たり 1 千兆フレームの「超高速動画」を作るという。これにより研究者らが「太陽
光がデバイスに吸収されて電流が発生する際」に何が起こるのかをモニターできるのだ。
「このようにして、優れた有機太陽電池においてどのようなメカニズムが電流の損失を
防止するのか把握することができました。今後は、このプロセスを最も有効に活用する明
確な方法を用いて、材料設計をすることができます。」と Gélinas 氏は言い添える。
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ケンブリッジ大学における太陽電池の研究開発は、気候変動や再生可能エネルギー開発
などのグローバルな課題に取り組むために、物理科学分野における最先端技術の知識を利
用する大局的なイニシアティブの一環をなすものである。このイニシアティブは、英国工
学・物理科学研究会議(Engineering and Physical Sciences Research Council: EPSRC) と
ケンブリッジ大学の Winton Programme for the Physics of Sustainability の両組織によ
り支援されている。ワシントン大学における研究開発は、米国立科学財団(National
Science Foundation: NSF)および 米海軍研究事務所(Office of Naval Research: ONR) に
より支援された。

翻訳：NEDO（担当

広報部 松田 典子）

出典：本資料は、英・ケンブリッジ大学 (University of Cambridge)の以下の記事を翻訳
したものである。
“Electron ‘spin’ key to solar cell breakthrough”
（http://www.cam.ac.uk/research/news/electron-spin-key-to-solar-cell-breakthrough-0）
(Used with Permission of the University of Cambridge)
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(1099-6)
【蓄電池・エネルギーシステム分野（蓄電池）
】
仮訳

操作可能な針を使ったロボットで脳血栓を治療(米国)
著者：David Salisbury 氏、2013 年 8 月 8 日(木)9:00AM 投稿

You Tube 動画

脳内出血によって発生した圧損傷を治療する外科手術はロボットに最適な仕事であ
る。
これが、ヴァンダービルト大学で開発中の新たなイメージガイド(画像誘導)外科手術
システムの基本前提である。このシステムに採用されている操作可能な針は、生体検査
用の脳を最小限のダメージで貫き、形成された脳血栓を吸引して取り除くことができる。
当該システムについては雑誌 IEEE Transactions on Biomedical Engineering に掲
載される記事で説明されている。Robert L. Webster III 准教授と神経外科の Kyle
Weaver 准教授が率いる、技師や医師からなる現在も進行中の共同研究チームによる研
究成果である。

脳血栓によって死や障害が引き起こされている
一生のうちに脳内出血を起こす人の割合は 1/50 である。脳内出血が起きた場合、そ
のうちの 40%が一月以内に死亡している。
生存者の多くは脳に深刻なダメージが残る。
「私が大学にいた頃、父親が脳内出血を起こしました。」と Webster 氏は言う。「幸
いにも、父は命を取り留めて完全に回復しました。当時の私は死亡確率や深刻な脳障害
が起こる確率がどれほど高いかを知らずに喜んでいましたが、知っていたとすればもっ
と怖じ気づいていたでしょう。
」
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操作可能な針なら、手術による「二次ダメージ」を防げる
脳内出血を「減量する(debulk)」ための手術は神経外科医の間ではあまり人気がない。
というのも、血栓が小さい場合か、あるいは容易に届く脳の表面にある場合を除いて、
手術による効果はほとんど得られない。外科医は通常、25-50%の血栓を取り除くこと
で臨床的有益性を得られるとしているが、その有益性は血栓を取り除いた際に周囲の組
織に与えるダメージと相殺されてしまう。そのため、脳に深刻な血栓が見つかった場合、
医師たちは「注意深く待つ」というアプローチをとる。つまり手術なしで患者が回復す
るよう薬の投与によって血栓周辺の腫れを抑えてくれるのを期待する。
この 4 年間で、Webster 氏の研究チーム
は「経鼻」手術に用いる操作可能な針を使
ったシステムを開発した。このシステムを
使って、従来は患者の頭蓋骨や顔に大きな
切れ目を入れる必要のあった下垂体や頭蓋
底にある腫瘍を取り除く手術を行う。研究
結果として内視鏡を使って鼻腔を通すこと
で外傷性が少なくなることが明らかになっ
たが、行程が難しいために使い方をマスタ
ーしている外科医は数えるほどしかいない。
Robert Webster 氏(左)、Kyle Weaver 氏、Philip
Swaney 氏 (Joe Howell / Vanderbilt 大学)

去年の夏、Webster 氏が出席したイタリ
アのカンファレンスにおいて、演説者の一

人である University of Maryland School of Medicine(メリーランド大学医学部)の脳外
科医 Marc Simard 氏は、聴衆の中にいるエンジニアの誰かにいつか実現してもらいた
いと願いながら、将来有益となりうる架空の神経外科手術デバイスの希望リストを素早
く読みあげた。彼が血栓を取り除くために脳の深部まで届く針サイズのアームロボット
について説明している時、Webster 氏は笑みを抑えることができなかった。彼が開発中
だった操作可能な針を使ったシステムは、その作業に最適だったからだ。
Webster 氏が「active cannula(機敏に動くカニューレ(排出等のために体内に挿入す
るチューブ))」と呼ぶ設計は、薄くぴったり収められたチューブの集まりで構成されて
いる。チューブはそれぞれ異なる内部曲率を持っている。こうしたチューブを正確に回
転、伸縮させることによって、手術担当者は体の曲線に合わせて先端を様々な方向に操
作できる。脳血栓を除去する針が一本のみのシステムは、針が複数本ある経鼻システム
よりも実質的にずっとシンプルである。
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イタリアから戻った Webster 氏が神経外科医の Weaver 氏にシステムの新たな応用
方法の可能性について話をしたところ、彼は非常に協力的だった。「私はこのシステム
で多くの命を救うことができると思っています。脳血栓の発症数は非常に多く、さらに
その数は人口が高齢化するにつれて間違いなく増えていきます。」
このシステムの研究に携わる院生の Philip Swaney 氏は、Webster 氏の Medical and
Electromechanical Design Laboratory におけるプロジェクトの全てが実用化に近づい
ているという事実を好ましく思っている。「近い将来に人の命を救うことになる研究を
行えて嬉しいです。
」と彼は言う。

機敏に動くカニューレが 92%の疑似血栓を除去
脳血栓システムに必要なチューブは、外側のまっすぐなチューブ 1 本と内側の曲がっ
たチューブ 1 本の計 2 本だけである。2 本のチューブ直径は 1/20 インチ以下である。
CT スキャンが血栓の位置を決定すると、外科医が深針を通すうえで最適な頭蓋骨の位
置と挿入方向を決める。その方向は患者の脳に針を通すために頭蓋骨にドリルで開けた
小さな穴の直ぐ近くに取り付けられる、軌道軸(trajectory stem)と呼ばれる固定具を回
すことで設定される。

ゼラチンで作られた疑似血栓を用いたテストの様子(Joe Hawell 氏/ ヴァンダービルト大学)
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外科医は外側のまっすぐなチューブが軌道軸を通って脳へ挿入されるようにロボッ
トの位置を決める。さらに内側の小さなチューブには血栓の大きさや形に合った曲率を
持つものを選択し、その外端に吸引ポンプを取り付け、これを外側のチューブ内部に取
り付ける。
CT スキャン画像に従って、ロボットは外側のチューブを脳内にある血栓の外表面に
達するまで挿入する。そして内側の曲がったチューブを血栓内部へと伸ばす。ポンプの
スイッチを入れるとチューブがまるで小さな掃除機のように動き出して物質を吸い出
す。ロボットは血栓内部で先端をあちこちと移動させ、チューブを回転、伸縮させるこ
とで動きをコントロールする。研究者たちが行ったフィージビリティースタディーによ
れば、ロボットは疑似血栓の 92%を除去することができた。
「手術で最もやっかいなのは、かなりの量の血栓を除去した後です。外圧によって血
栓の縁が部分的に壊れてしまい、血栓の境界線を把握し続けることが難しくなるので
す。」と Webster 氏は言う。
今後のプロジェクト目標は、超音波画像診
断と脳組織変形の様子を示すコンピューター
モデルを組み合わせ、全ての血栓材料を安全
かつ効率的に、確実に除去できるようにする
ことである。
研究チームにはこの他に、以前ヴァンダー
操作可能な針を使ったロボット(Joe Howell 氏/
ヴァンダービルト大学)

ビルト大学の博士研究員であり現在はドイツ
のハノーバー大学電子機械工学センター長を

務める Jessica Burgner 氏、そしてヴァンダービルト大学の院生 Ray Lathrop 氏が参
加している。
当該研究は全米科学財団 CAREER プログラムの資金提供機会(award)IIS-1054331、
大学院研究フェローシップ、及びドイツ学術交流会からの支援を受けている。
連絡先：
David Salisbury, (615) 322-NEWS
david.salisbury@vanderbilt.edu
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翻訳：NEDO（担当 広報部 望月 麻衣）

出典：本資料は、米国ヴァンダービルト大学の以下の記事を翻訳したものである。
“Robot uses steerable needles to treat brain clots”
http://news.vanderbilt.edu/2013/08/brain-clot-robot/
Used with Permission of Vanderbilt University
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(1099-7)
【電子情報通信分野(電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ)】
【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)】
仮訳

．．．
グラフェン研究におけるヒネリの効いた新展開（米国）
米バークレー・ラボが謎を解く可能性を持つ二層グラフェン内の微細ねじれを発見

2013 年 8 月 12 日
米国エネルギー省(Department of Energy)のロ
ー レ ン ス バ ー ク レ ー 国 立 研 究 所 (Lawrence
Berkeley National Laboratory: Berkeley Lab:
LBNL)の研究者らは、原子 1 個分の厚さの純粋な
炭素のシートであるグラフェンの研究で独特かつ
ヒネリの効いた新展開を遂げ、これを利用したデ
バイスの開発の障害となっていた謎を解いたよう
だ。
グラフェン中の電子は、シリコン中を通る電子
の速度の 100 倍、
つまり光に近い速度で駆け巡る。
グラフェンはその極薄さと超高速の電導性に加え、
超強靱で超フレキシブルであるため、超高速トラ
ンジスタ等多くのデバイスのベースとなるエレク
トロニクスやフォトニクス分野においてスーパー
スター材料となる可能性を持っている。ただし、

二枚の層がぴったりと重なった場合の
二層グラフェンのディラックスペクト
ル(左)は、層間の連結と対称性を崩す
わずかな層間のねじれに伴い変化し、
APRES データ上に観られる驚くほど
強力な痕跡を持つ新たなスペクトルを
生ずる。
(イメージ提供：Keun Su Kim)

ここでの大きな課題は、オン・オフ切替え機能を
持つデバイスには必須要件である、電子の流れを
完全に止めることがグラフェンでは不可能なことである。
このオン・オフ機能の問題は、単一層のグラフェンが、いかなる電子状態も存在できな
いエネルギー領域であるバンドギャップを持たないことに起因している。バンドギャップ
が無ければ、電子の流れの制御や変調ができないため、エレクトロニクスやフォトニクス
デバイスで大いに期待されるグラフェンの利用を実現化することができない。バークレ
ー・ラボの研究者らは、外部電場を適用することで二層のグラフェン中に正確に制御した
バンドギャップを作ることには成功していたが、このバンドギャップを持つデバイスを製
造すると、まるでバンドギャップ内で電導が止まらなくなっていたかのようにデバイスの
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挙動がおかしくなった。このようにデバイスが上手く作動しない原因は、これまで科学的
な謎となっていた。
DOE 傘下の国立のユーザー施設であるバークレー・ラボの放射光施設である Advanced
Light Source (ALS)で働く ALS の科学者、Aaron Bostwick 氏率いる研究チームは、単一
層のグラフェンを重ね合わせると僅かなズレが生じ、二層のグラフェン上にほとんど目に
見えない微細なねじれができることを発見した。角度が 0.1 度という微細さでも、このね
じれは二層グラフェンの電子特性に驚異的な変化をもたらすのだ。
「このねじれができたことで、巨大で重量がゼロのデ
ィラック・フェルミオンを作るまったく新しい電子構造
が二層グラフェンに出現しました。
」と Bostwick 氏は言
う。
「この新しい電子構造から作られた質量の無いディラ
ック・フェルミオン分枝が、大変強力な電場下にあって
も、二層グラフェンが完全な絶縁体となることを妨げる
のです。これにより、完璧な、もしくはねじれの無い二
層グラフェンをベースとした実際のデバイス利用で、な
ぜ二層グラフェンが理論予測どおりでなかったのか説明
バークレー・ラボ ALS の Aaron
Bostwick 氏は、電子特性に大き
な影響を与える、二層グラフェン
形成における微細なねじれの発
見を主導した。
(写真提供: Roy Kaltschmidt)

がつきます。」
Bostwick 氏は、
「Coexisting massive and massless
Dirac fermions in symmertry-broken bilayer graphene」
というタイトルで Nature Materials に掲載された本研
究の論文の責任著者である。ベルリンのフリッツ・ハー

バー研究所(Fritz Haber Institute)の Keun Su Kim 氏は、この論文の筆頭著者である。他
の共著者は、Andrew Walter 氏、Luca Moreschini 氏、Thomas Seyller 氏、Karsten Horn
氏および ALS ビームライン 7.0.1.にて本研究を監督した Eli Rotenberg 氏。
Rotenberg 氏、Bostwick 氏、Kim 氏および共著者らは、ALS ビームライン 7.0.1.にて
一連の角度分解光電子分光法(angle-resolved photoemission spectroscopy: ARPES)を実
施して、二層グラフェンの謎の解明に取り組んだ。ARPES は、固体物質中の電子状態を
調査する技術で、X 線光子のビームを対象となる物質の表面に当てることで電子の光子放
出を引き起こす。放出されたそれらの光電子の運動エネルギーと放出角度を測定し、電子
スペクトルを把握する。
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「ARPES とビームライン 7.0.1.を組み合わせて利用
することで、二層グラフェンのねじれの電子スペクト
ルを容易に把握することができました。」
と Rotenberg
氏は言う。
「私たちが観察した電子スペクトルは、予想
していたものとは大幅に異なっており、質量の無いデ
ィラック・フェルミオンから構成される余分な分枝を
含んでいました。これらのディラック・フェルミオン
は、対称性のねじれ層に制御された、まったく予期せ
ぬ挙動を見せました。
」

Eli Rotenberg 氏は、金属、半導体
や絶縁体の電子特性を究明する主
要な施設である ALS ビームライン
7.0.1.での研究を監督。
(写真提供：Roy Kaltschmidt）

質量の無いディラック・フェルミオン、つまり基本
的に光子のような振る舞いをする電子は、通常の電子と同じようなバンドギャップの制約
を受けない。Nature Materials に掲載された本研究の論文では、この質量の無いディラッ
ク・フェルミオンのスペクトルを作ったねじれは、二層グラフェン製造においてほぼ必ず
出現し、二層グラフェンの平方ミクロン当たりたった 10 個の原子の不整合の結果である
と考えられるとしている。
「問題を突き止めたので、これからはその解決法を探っていきます。
」と筆頭著者の Kim
氏は言う。
「例えばこのねじれ効果を最小限に抑える製造技術を開発することや、二層グラ
フェンのサイズを縮小して、局所的な純物質を作る可能性を高めることもできます。
」
二層グラフェンの謎を解明したこと以上に、このねじれの発見が二層グラフェンの様々
な基本特性のさらに正確な予測を可能にする新たな枠組みを確立したと、Kim 氏とその同
僚研究者らは言う。
「ここで学んだことは、原子スケールの物質におけるこのような微細な構造歪みでさえ
も、これらの物質の十分かつ正確な電子特性の説明において見過ごすべきではないという
ことです。
」と Kim 氏は言う。
本研究は、DOE 科学局(Office of Science)が支援した。

###
ローレンスバークレー国立研究所では、持続可能なエネルギーの促進、
人々の健康の保護、
新材料の開発、そして宇宙の起源や行方の解明により、世界で最重要とされる科学的課題
に取り組んでいる。1931 年の創設以来、バークレー研究所の科学的専門性は、13 件のノ
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ーベル賞により評価されている。カリフォルニア大学は DOE の科学局を管理している。
詳しくはウェブサイト www.lbl.gov.を参照のこと。
DOE の科学局(Office of Science)は、物理化学の基礎研究をサポートする米国における唯
一の大規模な組織で、現代の最も喫緊の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。
Advanced Light Source (ALS)は、太陽の 1 兆倍の輝度の光を放つ、光スペクトルの X 線
領域光を作る第 3 世代の放射光施設である。米国エネルギー省(DOE)下の国立のユーザー
施設である ALS は、安全な環境での傑出した科学的活動の実施において世界中の科学者
を誘致し、施設のユーザーを支援している。詳しくは http://www.als.lbl.gov/を参照のこと。

翻訳：NEDO（担当

広報部 松田 典子）

出典：本資料は、米国ローレンスバークレー国立研究所(Lawrence Berkeley National
Laboratory: LBNL)の次の記事を翻訳したものである。
“New Twist in the Graphene Story: Berkeley Lab Researchers Discover a Tiny Twist in
Bilayer Graphene That May Solve a Mystery”
http://newscenter.lbl.gov/feature-stories/2013/08/12/new-twist-in-the-graphene-story/
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(1099-8)
【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)】
【蓄電池・エネルギーシステム分野(蓄電池)】
仮訳

蓄電池は水が好き（米国）
ピッツバーグ大学が「親水性」が蓄電池利用機器に影響を及ぼすことを発見
より強力で耐久性に優れた蓄電池生産の可能性
2013 年 7 月 29 日
米国、
ピッツバーグ— グラファイトで作るリチウムイオン蓄電池などの機器は、
水分を「嫌
う」、いわゆる「疎水性」である。水分を嫌うこのような性質は、グラファイト製の耐久性
に優れた技術デバイスの製造において長年大きな課題となっていたが、
それもこれまでだ。
ピッツバーグ大学の研究により、これまでのグラファイトサンプルは空気による汚染の
ために疎水性になっていたようであるということがわかった。同大学の研究チームは、実
際にはグラファイトが本質的に水分を好むこと、つまり「親水性」であることを世界で初
めて実証したのだ。Nature Materials に掲載されたこの発見は、グラファイトを用いて製
造するリチウムイオン蓄電池やスーパーキャパシタに特別な影響力を及ぼす。
「この発見により、グラファイトの表面特性の基礎的な理解が覆されるでしょう。
」と、
本研究論文の共同筆頭著者で、同大学の Swanson School of Engineering の準教授である
Lei Li 氏は言い、次のように続ける。
「この発見は、より強力で耐久性により優れた蓄電池
の製造に影響を与えるものです。そして様々なナノテク分野でのデバイス製造においても
重要なものとなってほしいと考えています。」
グラファイト表面の「ぬれ挙動」
、つまり水への反応に関する矛盾した結果に気づき、こ
の奇妙な現象のさらなる調査へと研究チームを後押ししたのは、Swanson School of
Engineering の元学生である Rebecca McGinley(ENG’12)氏であった。結果として研究チ
ームは、グラファイトおよびグラフェンが空気にさらされると炭化水素（水素と炭素のみ
から構成される化合物）の薄い膜が急速にその表面を汚すことを発見した。赤外分光法お
よび X 線光電子分光法でその表面を調べると、
疎水性となったこの炭化水素の層を「観る」
ことができた。しかしこの汚れた層を熱で取り除くと、表面は親水性に変化した。
「樹脂などの材料は、炭化水素を空気中に放出します。
」と、同じく本研究論文の共同筆
頭著者で、同大学の Kenneth P. Dietrich School of Arts and Sciences の化学学部の準教授
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である Haitao Liu 氏は言い、次のように続ける。「ですがこのことは過去のサンプルに起
こったことの要因ではありません。サンプル表面は通常 10 分以内に汚れてしまうのです
が、サンプルがいつも汚れてしまっていたためか、研究者コミュニティーではグラファイ
トが水分を「嫌って」いると考えていたのです。
」
Liu 準教授および Li 準教授によれば、この湿潤性がリチウムイオン蓄電池やスーパーキ
ャパシタを利用するデバイスでのエネルギー貯蔵量に影響を与える可能性があると言う。
今後研究チームはフォローアップ調査を実施して、今回の観察結果の原因解明と（潤滑剤
やエネルギー貯蔵などの）グラファイトの応用において湿潤性の制御がどのように影響す
るかを研究する予定である。
Li 準教授のエンジニアリング研究室の協力者は、McGinley 氏の他に：Patrick Ireland
氏(ENG ’12)、Andrew Kozbial 氏 (ENG ’13)、 Yongjin Wang 氏 (ENG ’13)、および現学
部生の Brittni Morganstein 氏。Liu 準教授の化学研究室からは、大学院生の Zhiting Li 氏
(A&S ’13) および Feng Zhou 氏 (A&S ’13)、そして Ganesh Shenoy 氏(A&S ’13) および
化学学部生の Alyssa Kunkle 氏である。
本研究の論文「Effect of airborne contaminants of the wettability of supported
graphene and graphite」は、7 月 21 日にオンライン掲載された。Taiho Kogyo Tribology
Research Foundation(TTRF) 、 米 国 空 軍 科 学 研 究 局 (Air Force Office of Scientific
Research: AFOSR)、米国海軍研究事務所(Office of Naval Research: ONR)、ピッツバー
グ 大 学 Mascaro Center for Sustainable Innovation お よ び Central Research
Development Fund、そして米国科学財団(National Science Foundation: NSF)により、
本研究は支援された。
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Ctrl+クリックで高解像度画像をダウンロード：

Haitao Liu 氏

Lei Li 氏

翻訳：NEDO（担当

広報部 松田 典子）

出典：本資料は、米・ピッツバーグ大学 (University of Pittsburgh)の以下の記事を翻訳し
たものである。
“Like Water for Batteries”
(http://www.news.pitt.edu/news/water-batteries)
(Used with Permission of the University of Pittsburgh)
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(1099-9)
【新エネルギー分野（太陽光発電）】
仮訳

コバルトの代替利用で太陽電池がより持続可能に(スイス)
2013 年 8 月 2 日

バーゼル大学の研究者が銅をベースとした色素増感太陽電池(dye-sensitized solar
cells: DSCs)の希少元素であるヨウ素を、より豊富な元素であるコバルトで代替するこ
とに成功し、環境に優しいエネルギー生産の開発に向けて一歩前進することになった。

Chemical Communication 誌に、これら Cu-Co 電池と呼ばれる研究結果が発表された。
色素増感太陽電池は、光を電気に変える。こ
れらは色素が吸着された半導体で構成される。
着色された錯体は光を吸収し、電子移動プロセ
スを通して、電流を作り出す。電解質は色素増
感太陽電池の中で電子移動媒体の役割を果た
す。
通常、ヨウ素及びヨウ化物は電解質として働
色素増感太陽電池(DSC)は、光を電気に
変換する。着色された銅錯体は光を吸収
し、電子を半導体に注入する。この電子
が回路を通過し、作用し、最終的に移動
システムによって色素再生のために銅に
戻る。この新たな作用中、コバルト錯体
は、光電流が流れるよう、カソードと色
素分子間の電子移動媒体として働く。
(Adapted with permission from
Bozic-Weber et al., Chem. Commun.,
2013,49, 7222-7224 | doi:
10.1039/C3CC44595J. © 2013 Royal
Society of Chemistry)

く。今回、バーゼル大学の化学者は、従来の銅
をベースとした色素増感太陽電池のヨウ素ベ
ースの電子移動システムをコバルト化合物で
置き換えることに成功した。テストでは性能の
低下は見られなかった。
ヨウ素を置き換えることで、太陽電池の持続
性が著しく向上した。「ヨウ素は希少元素で、
地球上で 10 億分の 450 という水準でしか存在
しません。一方、コバルトは 50 倍も豊富にあ
ります。」と説明するのは Project Officer で

ある Biljana Bozic-Weber 博士である。さらに、この置き換えにより、銅化合物が電解
質と反応してヨウ化銅を形成するという長期の劣化プロセスの一つが取り除かれ、色素
増感太陽電池の長期的な安定性が向上した。
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バーゼル大学の化学教授である Ed Constable 氏と Catherine Housecroft 氏を中心と
する研究グループは現在、銅錯体をベースとした色素増感太陽電池の性能の最適化に取
り組んでいる。この研究グループは前回 2012 年に、太陽電池中の非常に希少な元素で
あるルテニウムを銅誘導体で代替できることを示した。
これは、銅ベースの色素とコバルト電解質を組み合わせて、安定的なヨウ素フリーの
銅太陽電池の開発に向けての重要な一歩を示した色素増感太陽電池の世界で最初の報
告である。しかし、ニッチ市場以外での商業化には効率に関する多くの側面に取り組む
必要がある。

分子システム工学
「これらの太陽電池のどれかひとつの構成要素を変えると、結果としてその他全ての
部分を最適化しなければなりません。」と語るのは Ed Constable 氏。これは「分子シ
ステム工学(Molecular Systems Engineering)」と呼ばれる新しいアプローチの一環で、
このアプローチでは、ナノスケール機械装置の洗練度を高めるために、システムの全て
の分子及び材料の構成要素が統合され、最適化され得る。本発表では、電解質、色素、
半導体のエンジニアリングが全て説明されている。
このシステム化学アプローチは特に無生物と生物のハイブリッドのエンジニアリン
グに適しており、ETH Department of Biosystems Engineering in Basel (D-BSSE) と
EMPA で現在進行中の共同研究を基礎としている。この分野での新しい National
Centre of Competence in Research のため、バーゼル大学と D-BSSE による共同提案
は現在評価の最終段階にある。

翻訳：NEDO（担当 広報部 勝本 智子）

出典：本資料はバーゼル大学の以下の記事を翻訳したものである。
“Cobalt Replacements Make Solar Cells More Sustainable”
http://www.unibas.ch/index.cfm?uuid=297E7F1C90086F844FD0768BEF52B0CE&t
ype=search&show_long=1&o_lang_id=2
(Used with permission of University of Basel)
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(1099-10)
【政策（太陽光発電）】
仮訳

米国の PV システム据付後価格が速いペースで下落を続けている
2013 年 8 月 12 日

技術内容に関する問い合わせ先：
Galen Barbose 氏 (510) 495-2593, GLBarbose@lbl.gov; Ryan Wiser (510) 486-5474,
RHWiser@lbl.gov

【カリフォルニア州 Berkeley】
米国エネルギー省ローレンスバークレー国立研究所(バ
ークレー研究所)による PV コストに関する年次報告書 Tracking the Sun の最新号によ
れば、米国における 2012 年および 2013 年上半期の太陽光発電(PV)システムの据付後
価格は大幅に下落している。
前年に比べ、2012 年の PV システム据付後価格は、システム規模によってはワット
(W)当たり約 0.30～0.90 ドル、率では 6～14%下落している。「これで米国の PV シス
テム価格が大幅に下落するのは連続 3 年目です。
」と、報告書の共著者の一人であるバ
ークレー研究所環境エネルギー技術部門の Galen Barbose 氏は説明する。カリフォル
ニア州の PV システム価格は 2013 年上半期でさらに 10～15%下落しており、報告書は
2013 年の PV システム価格の下落は、近年のペースに匹敵、あるいはこれを上回る可
能性があると示唆している。
報告書は 2012 年に据付が完了した PV システムの平均価格について、10kW サイズ
未満の住居用および小規模オフィス用システムで 5.30 ドル/W、100kW 以上の商業用
システムで 4.60 ドル/W であったとしている。通常 2.50～4.00 ドル/W の範囲内で推移
する 10,000kW 超の電力発電事業用大規模システム価格についても、2012 年の登録分
はこれを下回っている。さらに報告書では PV システム価格帯に開きがあることに焦点
を当て、州によって、あるいは PV アプリケーションやシステム構成の選択によって生
じる据付後価格の違いについて詳しく説明している。
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米国の PV システム市場は過去 10 年で
急速に成長してきた。今回の Tracking
the Sun 第 6 版では米国における PV 据付
後価格の歴史的傾向について記述されて
いる。本報告書は 1998 年から 2012 年の
間、29 の州における、20 万件を越える住
居用・オフィス用・電力発電事業用規模
の PV 据付後システムのデータに基づい
ており、これは米国に設置されたグリッ
ド連系 PV 全容量のおよそ 72%にあたる。
本研究は、政策立案者や業界オブザーバ
ーに対して、これまでの PV 据付後価格の
傾向を追跡および理解する上で必要とな
る過去の標準価格に関する正確かつ詳細
な一連の情報を提供することを目的とし
ている。

最近の PV システム据付後価格の下落はハードウェアコストの下落に起因する
もので、ソフト面でのコストは変化していない
報告書によれば、最近の PV システム据付後価格の下落は主に PV モジュール価格の
急激な下落に起因している。2008 年から 2012 年の間にグローバル市場における年度
別平均モジュール価格は 2.60 ドル/W まで下落しており、これが同期間における PV シ
ステム価格下落の約 80%を占めている。
モジュール以外のコスト、例えばインバーター、架台、そしてハードウェアではない
「ソフト面」にかかる様々なコストも長期的に見れば下がってきているが、最近の変化
は比較的小さい。結果として、現在ではこのコストが PV システム据付後価格全体にお
いて大きな割合を占めるようになっている。PV システムのコスト構成におけるこのシ
フトはモジュール以外のコスト削減に関わる業界、及び政策立案者たちの間で注目を集
めている。
報告書では特に、マーケティング、顧客獲得、システム設計、据付作業、調査や認可
の諸手続等を含むソフト面でのコストは、今後の PV システム価格を削減するための有
望なターゲットであると強調している。「ソフト面のコストは、特に公共政策への取組
という観点から重要なものとなります。」と Barbose 氏は述べる。「グローバルな需要
と供給に基づいて決まったモジュール価格と異なり、ソフト面にかかるコストはシステ
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ムの導入加速や市場バリアの解消を目指す各地域、州、国の政策からの直接的な影響を
より受けやすいのです。
」
共著者でもあるバークレー研究所 Ryan Wiser 氏のコメント：
「さらなるモジュール
価格の下落には当然のことながら限界がありますから、PV システム価格の下落を継続
させるためには主にソフト面でのコストを下げる必要があるのです。」

米国の PV システム据付後価格は、他の主要な市場に比べて高い

報告書では米国の PV システム価格を他の主要な国際市場の多くと比較し、米国価格

の方が一般的に高額であるとしている。この違いは特にドイツ、イタリア、オーストラ
リア等、2012 年の住居用小型 PV システムの据付後価格が米国よりも約 40%安価な国々
との比較で顕著である。
報告書では、価格の違いはソフト面のコストに大きく起因しており、PV モジュール
や他のハードウェアのコストはどの国もほぼ変わらないことに触れている。「こうした
国際的事例から、米国でもソフト面のコストを短期間で大幅に下げることが可能である
と示唆されます。
」と、バークレー研究所に勤める当該報告書の共著者 Naïm Darghouth
氏は言う。さらに彼は、「ドイツやイタリア等の大きな市場に見られたように、ソフト
面のコスト下落は市場規模の成長に伴って同時に起こるものです。もちろん他にも重要
な要因はありますが。
」と続けた。

インセンティブの低下で、価格下落による PV システム所有者メリット相殺
住居用およびオフィス用 PV システムのための払い戻しやその他金銭的インセンティ
ブ等の制度が、さまざまな州当局や地域電力事業者から提供されている。こうしたイン
センティブは顕著に衰退してきており、この 10 年でおよそ 85%減少している。PV シ
ステムのサイズによっては、2011 年から 2012 年の間に、州政府および(地域)電力事業
者のプログラムによる金銭的インセンティブは平均 0.40 ドル～0.60 ドル/W 下落してい
る。
州政府および(地域)電力事業者は、据付後価格の下落に応じてだけでなく、価格下落
を後押しするためにもインセンティブを減らしていっている。連邦税に関するインセン
ティブや、ソーラー再生可能エネルギー証書(SREC)市場が多くの州で誕生する等、PV
プロジェクトのための他の資金援助機会がより広く利用可能となり、採算性も生まれた
ことから、州政府および(地域)電力事業者のプログラムを通じて提供される金銭的イン
センティブも減っている。
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開きのある PV システム価格の決定方法を調査
調査では PV システム価格の決定方法にかなりの幅があることにも注目している。例
えば 2012 年に据付が完了した 10kW 未満の PV システムのうち、20%は据付後価格が
4.50 ドル/W 未満であったが、他の 20%は 6.50 ドル/W 超であった。
こうした変動の一部は、州によって価格の決定における相違に関係している。実際、
2012 年に 10kW 未満の PV システムの据付後平均価格が州によって 3.90 ドル～5.90
ドル/W と幅があった。報告書は州によってこのような価格差を引き起こし得る要因を
挙げており、これには市場規模、利用可能なインセンティブの規模、及び据付業者、人
件費、顧客特性、行政や規制の遵守コスト、PV の消費税額控除等の間での競争レベル
が含まれている。
報告書はさらに、PV システム価格の決定方法が次のようなアプリケーションや技術
の種類によっても異なると説明している：マイクロインバーターとセントラルインバー
ターのどちらを使うか、モジュールは中国製か非中国製か、モジュール性能の選択性、
新築住宅か改築住宅か、建物一体型か置き型か、屋上設置型か地上設置型か、太陽追尾
型か傾斜固定型か。
Tracking the Sun VI：1998 年から 2012 年の間における米国の PV 据付後価格の経
過報告書。著者は Galen Barbose 氏、Naïm Darghouth 氏、Samantha Weaver 氏、
Ryan Wiser 氏。ダウンロードはこちら
この研究は米国エネルギー省エネルギー効率・再生可能エネルギー局のソーラーエネ
ルギー部から支援を受けて行われたものである。
###
ローレンスバークレー国立研究所では、持続可能なエネルギーの促進、人々の健康の
保護、新材料の開発、そして宇宙の起源や行方の公開により、世界で最重要とされる科
学的課題に取り組んでいる。1931 年の創設以来、バークレー研究所の科学的専門性は、
13 件のノーベル賞により評価されている。カリフォルニア大学は DOE 科学局のバーク
レー研究所を管理している。詳しくはウェブサイト www.lbl.gov.を参照のこと。

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 望月 麻衣）
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出典：本資料は、米国ローレンスバークレー国立研究所の以下の記事を翻訳したもので
ある。
“Installed Price of Solar Photovoltaic Systems in the U.S. Continues to Decline at a
Rapid Pace”
http://newscenter.lbl.gov/news-releases/2013/08/12/installed-price-of-solar-photovolt
aic-systems-in-the-u-s-continues-to-decline-at-a-rapid-pace/
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(1099-11)
【政策（風力発電）】
仮訳

米国の風力エネルギー価格が過去最安値に接近
継続された連邦優遇策の不確実性と安価な天然ガスが
風力エネルギー部門に逆風をもたらす
2013 年 8 月 6 日

ローレンスバークレー国立研究所（バークレー・ラ
ボ）が作成し、米国エネルギー省が発表した新しい報
告書によると、2012 年の米国の風力発電価格が過去
最安値に低下する一方、年間の風力発電増加量は最高
レベルに達した。
2012 年に約 13.1GW の風力発電容量が新たに米国
の電力グリッドに連系され、これは過去最高記録の
2009 年をはるかに上回るものであり、2012 年末に予
定された期限を迎える連邦税の優遇措置によって促
進された。2011 年及び 2012 年に契約交渉された風力
発 電 プ ロ ジ ェ ク ト に お け る 電 力 事 業 者 (utility
purchaser)への提供価格は、平均 40 ドル/MWh とな
り、風力エネルギーの需要を促進した。同時に、連邦
税の優遇措置は短期延長により現在は継続されているものの、この政策が継続するかど
うかは不確実であり、 (シェールガスの量産による)安価な天然ガスの影響等からも、
風力発電産業の先行きは不透明な状態となっている。
「風力エネルギー価格は、特に米国中部では、今や 2003 年につけた最安値と並んで
います。」と指摘するのはバークレー・ラボの Staff Scientist の Ryan Wiser 氏。「こ
れは非常に素晴らしいことです。技術の進歩によって低品質の風力資源地域でも風力発
電プロジェクトが実施できるようになったということです。」
米国エネルギー省の「2012 Wind Technologies Market Report」の主要な調査結果
は次のとおりである：
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米国において風力は信頼性の高い新しい発電源である。風力発電は、2012 年にお
ける米国の新たな総電力増加容量の 43%を占め、新規投資額は 250 億ドルとなっ
た。現在、風力発電は 9 州で総発電量の 12%以上（そのうち 3 州は同 20%を越え
る）、そして米国総電力供給量の 4％以上を供給している。



難題を抱えながらも、最近の米国の風力発電プロジェクトに使用される機材の国内
調達率が増加。風力タービン及び部品製造業者は、成長に伴う苦しみを味わいなが
らも、2012 年に 13GW を市場に供給するという難題に取り組んだ。2012 年の米
国市場で大きなシェアを占める風力タービン供給者の上位 10 社中 7 社が、同年に
米国で１ヵ所以上の操業中の製造施設を有している。それにひきかえ、僅か 8 年前
には、国内でタービンを組み立てている操業中の電力向けのタービン製造業者は 1
社しか存在しなかった。その結果のひとつとして、風力発電プロジェクトに使用さ
れる機材の国内調達率の増加がある。選んだ貿易カテゴリーに着目すると、風力タ
ービン費用に占める輸入機材の割合は、2006 年から 2007 年の 75％から 2012 年
には 28%に減少している。逆に言えば、報告書で分析されたもの以外のその他の貿
易カテゴリーにおいては風力発電機材の輸入がなかったと仮定すると、国内部品調
達は 2006 年から 2007 年の 25％から 2012 年には 72%に増加したことになる。ま
た、米国からの風力発電機材一式の輸出も増加しており、2007 年の 1,600 万ドル
から 2012 年には 38,800 万ドルとなった。



タービンの規模が風力発電プロジェクトの性能を向上させる。1998～1999 年以降、
米国で設置された風力タービンの平均公称出力は 170%増加（2012 年に 1.94MW
まで）、タービン・ハブの高さの平均は 50%増加（84m まで）、回転翼の直径の
平均は 96%増加した（94m まで）。このような大型化により、風力発電プロジェ
クトの開発業者は、風速が低い場所でも利益があがるようなプロジェクトを実施で
きるようになり、一定の風力資源を有する領域に位置するプロジェクトでは、より
設備利用率を高める要因となった。発電のための風力資源があったとしても、トラ
ンスミッションや電力系統の制限のために、風力発電プロジェクトでは発電できな
いという風力発電の制限は、問題解決への具体的な取り組みの結果、歴史的に最も
問題の多い地域（例えば、テキサス西部）で最近減少している。



風力タービン価格の下落が据付後プロジェクトコストを引き下げる。風力タービン
価格は 2008 年の最高値から 20～35%低下しており、この低下がプロジェクトの基
準コストを引き下げた。風力発電プロジェクトの多くのサンプルを基にすると、
2012 年の平均プロジェクトコストは 2011 年に報告された平均コストから約 200
ドル/kW 低下し、
2009 年及び 2010 年に報告された平均コストから約 300 ドル/kW
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下がった。2012 年に建設されたプロジェクトの中では、風の強い内陸部が最もコ
ストのかからない地域であり、平均プロジェクトコストは~1,760 ドル/kW となっ
た。


風力エネルギー価格は 2009 年から下落し続けており、現在は過去最安値に匹敵す
る。設備利用率の向上と共に、風力タービン価格や据付後プロジェクトコストの下
落により、風力発電の積極果敢な価格設定が可能となった。2009 年に約 70 ドル
/MWh の最高値をつけた後、2011 年及び 2012 年に契約された風力発電の販売契
約（多くは 2012 年に建設されたプロジェクトによる）の長期平均平準化価格は、
全国で約 40 ドル/MWh まで低下した。この水準は 2000～2005 年につけた過去最
安値に近づいており、品質が高くない風力資源地域での風力発電プロジェクトの立
地が増加したことを考えると、素晴らしいことである。2011 年及び 2012 年に交渉
された風力エネルギー価格は、一般的に米国内陸部が最も低く、平均すると 30 ド
ル/MWh 強となり、大半が 20-40 ドル/MWh である。しかしながら、今日の非常に
魅力的な風力エネルギー価格をもってしても、全国の各地で現在非常に低価格の天
然ガスや卸売電力価格との競争において、風力発電は時折苦戦を強いられている。



将来に目を向けると、2013 年は緩やかに成長し、続く 2014 年はさらに力強く（成
長する）年になると予測。連邦税の優遇措置は、現在は 2013 年末までに建設開始
した風力発電プロジェクトには適用されるが、設置待ちプロジェクトを再補給する
には時間がかかるだろう。「その結果、2013 年の新規の発電容量増加量は緩やか
なものとなり、米国だけでなく世界の成長が鈍化すると予測されます。」と語るの
はバークレー・ラボの Research Scientist である Mark Bolinger 氏である。「反
対に 2014 年は、
開発業者が 2013 年に建設開始しプロジェクトを稼働させるため、
力強く（成長する）年になるでしょう。」2015 年以降の予測はさらに不確実であ
る。コスト、性能、風力エネルギー価格が向上したにもかかわらず、継続する安価
な天然ガス価格や緩やかな電力需要の伸びと合わせ、政策の不透明さが中期成長予
想に水を差すことになるかもしれない。
バークレー・ラボの本報告書への貢献は、米国エネルギー省エネルギー効率・再生可

能エネルギー局(Energy Efficiency and Renewable Energy)によって助成されている。
ローレンスバークレー国立研究所では、持続可能なエネルギーの促進、人々の健康の
保護、新材料の開発、そして宇宙の起源や行方の公開により、世界で最重要とされる科
学的課題に取り組んでいる。1931 年の創設以来、バークレー研究所の科学的専門性は、
13 件のノーベル賞により評価されている。カリフォルニア大学は DOE 科学局のバーク

40

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1099, 2013.9.24

レー研究所を管理している。詳しくはウェブサイト www.lbl.gov.を参照のこと。
追加情報
レポートの全文(「2012 Wind Technologies Market Report」)、レポートを要約した
発表用スライド資料集、レポート中のほとんどのデータを含む Excel のワークブックが
ここから全てダウンロード可能。
本研究のエネルギー省のプレスリリースはこちらを参照のこと。

翻訳：NEDO（担当 広報部 勝本 智子）

出典：本資料はローレンスバークレー国立研究所の以下の記事を翻訳したものである。
“New Study Finds that the Price of Wind Energy in the United States Is Near an
All-Time Low”
http://newscenter.lbl.gov/news-releases/2013/08/06/new-study-finds-that-the-price-o
f-wind-energy-in-the-united-states-is-near-an-all-time-low/
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(1099-12)
【バイオナノテクノロジー分野（医療システム）
】
仮訳

糖が前立腺腫瘍の発見･評価を促進（米国）
新 GE Technology により安全でリアルタイムの腫瘍検出が可能に

【2013 年 8 月 19 日】カリフォル
ニア大学サンフランシスコ校
(UCSF)と GE Healthcare 社が提
携して開発した新たな画像技術に
よって、自然な形態の糖を用いて
腫瘍を正確に画像化し、癌治療の
有効性の可否を判断する新たな非
侵襲性の方法を実現した。
本技術はピルビン酸と呼ばれる
化合物を使用する。このピルビン

Credit: GE Healthcare

酸は、グルコースが体内で分解するときに作られ、通常、エネルギーを細胞へ供給する。
しかし癌の場合、ピルビン酸は乳酸として知られている別の化合物に高い頻度で変換され
てしまう。
これまでの動物実験では、過分極という技術を利用して過分極化したピルビン酸を体内
へ注入することにより、MRI（磁気共鳴画像法）を介してピルビン酸が乳酸に変換すると
きのピルビン酸の割合を追跡できた。身体的な変化が生じるよりかなり前に、生産された
乳酸量と変換率によってマウスの腫瘍の有無を正確に検出し、最も攻撃的な癌を特定し、
そして腫瘍が薬物治療に反応する初期の生化学的変化を追跡することが可能となった。
現在、UCSF と連携先の GE Healthcare 社の科学者が実施する 31 名の患者における研
究によって、本技術が人間に対して安全であり、前立腺癌の患者の腫瘍を効率的に検出で
きることが証明された。
成果は 8 月 14 日発刊の Science Translational Medicine ウェブ上にて公開されている。
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生検を行わずに癌を診断
安全な投薬量の特定や効果の検証のために、この人体を対象とする初の研究が考案され
た一方で、生検を繰り返し行わなくとも、様々な癌を診断し、非侵襲的に治療を追跡する
技術を使用する基盤が築かれている。
本研究主執筆者でこのプロジェクトに関わる多様なチ
ームを率いた UCSF の放射線学教授及び UCSF の
Surbeck Laboratory of Advanced Imaging 所長である
Sarah J. Nelson 博士（PhD）は、次のように語る。
「現
在、患者への安全な投薬量は判明している－これは我々
の本来の目標であった。
動物のモデルでは、ピルビン酸を超える乳酸の量が、
癌の攻撃性に直接関係している。また、治療後に癌の中
の乳酸量の減少を示すデータも多くある。乳酸は非常に
偏在する分子であり、特定の個人に合わせた治療を施す
Sarah J. Nelson, PhD

上で重要となる。
」

前立腺癌は最も一般的な癌であり、疾病対策予防センターによると、米国で毎年報告さ
れる新患の数は 20 万人超だという。患者の検査に前立腺特異抗原（PSA）値の活用の増
加により、初期段階で比較的治療の可能性があるステージの前立腺癌の患者をより多く認
定してきたことが、幅広く認められてきた。それらの腫瘍の多くは進行が遅いが、どれが
遅いのかを予測することは困難である。
癌専門医のために、このリアルタイムの画像化が標準
的治療中であっても、臨床試験であっても、患者が腫瘍
の積極的監視を続行すべきか、治療を遂行すべきか、ま
た治療は効果を示しているかに対しての即座の反応を提
供することができた。
「放射線治療や手術を含め、前立腺癌のいかなる治療
においても当然リスクがある。それらのリスクは患者の
生活の質に非常に大きな影響を及ぼす。」と語るのは、
UCSF の癌専門医である Eric Small 医師
（MD）
である。
Small 医師は本論文の共著者であり、UCSF の内科及び
泌尿器科の教授、そして UCSF Helen Diller Family
Comprehensive Cancer Center の次長でもある。
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「この技術によって、我々は個々の患者の実際の癌の程度やリスクをより正確に評価でき
るようになりつつある。これは極めて重要なことではあるが、まだほとんど満たされてい
ない医学的なニーズである。」
GE Healthcare 社との共同研究
本技術が発展したのは、約 8 年前に始まった
連携からである。このとき GE Healthcare 社は
UCSF がスウェーデンの研究者と共に開発した
技術の臨床応用が可能かを確認するため UCSF
に接近した。

UCSF の重要な産業界のパートナー
UCSF は最先端の研究を研究室から臨床実
験や患者の治療へ早急に進めるため、数多く
の重要な産業提携を結んだ。ここに、大学の
重要なパートナーの一部を紹介する。


過分極化技術が、動物の腫瘍を検出すること
は明らかとなったが、それを臨床用に転換する




ことは大きな難題であった。
UCSF は、癌専門医や放射線医から薬剤を生



産する無菌室建設の正しい知識を有する臨床薬



剤師にまで至る研究者のチームを作った。



当時、Nelson 氏も California Institute for
Quantitative Biosciences (QB3)の UCSF 部門
の科学指導者であった。QB3 は、画像化や生物
情報学など、生物学と定量的科学の十字路にお




Abbott Diagnostics –ウィルスの診断や
発見を行うため 2008 年に参入。
Bayer Healthcare –基礎研究の基本契
約として 2011 年に参入。
GE Healthcare –前立腺及び脳腫瘍の
診断のため 2005 年に参入。
Genentech Inc. (現在 Roche Group の
一部) –基本契約として 2005 年に参入。
Merck-OncoNet –腫瘍学臨床試験ネット
ワークのため 2010 年に参入。
Nikon Instruments, Inc. –基礎研究を
行うニコン･イメージング･センターのため
2006 年に参入。
Pfizer Inc. –基礎研究の基本契約として
2010 年に参入。
Sanofi –革新的研究プロジェクト、腫瘍
学、そして糖尿病のため 2011 年と 2012
年に参入。

けるベーシック科学及びトランスレーショナル
科学の両方の支援を行っている。
「UCSF と QB3 は、すべて一ヵ所で才能の飛び抜けた連携を行った。彼らは UC バー
クレー校の最高の工学技術と UCSF の最高の生物科学と薬学の知識を組み合わせた。そし
て今や、世界に名高いアカデミック･メディカル･センターで技術を実証している。」と語る
のは、GE Healthcare 社の Research Circle Technology 担当業務執行取締役で、本論文
の共著者でもある Jonathan Murray 氏である。
「GE Healthcare 社では、この連携の進捗
の速さを大いに喜んでいる。この科学は非常に刺激的だ。」
前立腺癌患者の成功
UCSF メディカル･センターと UCSF Helen Diller Family Comprehensive Cancer
Center では、2010 年 12 月に開始した臨床的な調査研究において、炭素 13 でピルビン酸
を標識化し、この『過分極化ピルビン酸』造影剤を 31 名の前立腺癌患者に注射した。そ
してチームは MRI を使用して、ピルビン酸と前立腺内での乳酸への変換を追った。
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これまでのマウスの研
究では、より高くてより
強いシグナルが示したも
のは、より攻撃的な癌の
サインと思われる乳酸へ
臨床的な調査研究では、過分極化したピルビン酸造影剤が腫瘍部位で乳酸
に変換され、前立腺癌の患者を MRI でスキャンするとピンクで示されて
いる。

のより速い変換であった。
その一方、健常な前立腺
で検出された変換は、非
常にわずかなものだ。

本研究は、安全で適切なピルビン酸の必要な投与量を確定するため、まだ治療を受けて
いない軽度の腫瘍を有する患者に意図的に重点を置いて行った。将来の研究には、患者の
腫瘍縮小における癌治療の効果の評価のための技術－個々の基準で必要とされる化学療法
の投薬量を内科医が評価できる知識－を使う予定である。
実用化はまだ 5 年から 10 年先である
が、脳、胸、肝臓、リンパ腺、膵臓、そ

“

UCSF と QB3 は、すべて一ヵ所で才能の飛
び抜けた連携を行った。彼らは UC バークレ
ー校の最高の工学技術と UCSF の最高の生
物科学と薬学の知識を組み合わせた。そして
今や、世界に名高いアカデミック･メディカ
ル･センターで技術を実証している。

して前立腺の癌を患う患者の研究のため
の技術を進展させるために UCSF のチ
ー ム は 助 成 金 を 受 け た 。 ま た 、 GE
Healthcare 社も将来的により幅広い臨

Jonathan Murray, managing director of Research
Circle Technology at GE Healthcare

床試験を行えるように、より普通の技術
環境でも過分極化ピルビン酸の処理を行
える設備の開発を行っている。

本プロ ジェクトは、国立画像 生物医学・生物工学研 究所（National Institute of
Biomedical Imaging and Bioengineering ） (NIH grants R01 EB007588 and R21
EB005363)から資金援助を受けた。偏光器と 13C の患者研究の費用は、GE Healthcare
社から財政的に支援を受けた。一部の MRI の捕捉方法は特許を受けており、著者は利害
の対立が他にはないことを公表している。
本プロジェクトのその他の UCSF の共著者に、John Kurhanewicz 氏（PhD）
、Daniel B.
Vigneron 氏(PhD)、Peder E. Z. Larson 氏(PhD)、Andrea L. Harzstark 氏(MD),
Marcus Ferrone 氏(PharmD)、Mark van Criekinge 氏(MS)、Jose W. Chang 氏、Robert
Bok 氏(MD, PhD)、Ilwoo Park 氏、Galen Reed 氏、Lucas Carvajal 氏、Pamela Munster
氏(MD)、そして Vivian K. Weinberg 氏(PhD)がいる。さらなる共著者に、ウィスコンシ
ン 州 Waukesha に あ る General Electric Healthcare 社 か ら Jan Henrik
Ardenkjaer-Larsen 氏、 Albert P. Chen 氏、Ralph E. Hurd 氏、Liv-Ingrid Odegardstuen
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氏、James Tropp 氏、Jonathan A. Murray 氏、そしてオハイオ州 Aurora にある USA
Instruments, Inc.社から Fraser J. Robb 氏がいる。
成果の全文及び author contribution（各著者の寄与度）は、論文『“Metabolic imaging
of patients with prostate cancer using hyperpolarized [1-13C] pyruvate.”Sci. Transl.
Med. 5, 198ra108 (2013)』にて閲覧可能である。
これらの概念はまだ調査段階であり、市販されておらず、また製品化のための FDA（食
品医薬品局）による認可も得ていない。

翻訳：NEDO（担当

広報部 室井 紗織）

出典：本資料は、カリフォルニア大学サンフランシスコ校の以下の記事を翻訳したもので
ある。
“Sugar Helps Scientists Find and Assess Prostate Tumors”
http://www.ucsf.edu/news/2013/08/108131/sugar-helps-scientists-find-and-assess-prost
ate-tumors
Used with Permission of University of California, San Francisco
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