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(1100-1) 
【蓄電池・エネルギーシステム分野（蓄電池）】 

 
仮訳 
 

接着剤設計でリチウムイオン蓄電池の寿命を延ばす(米国) 
2013 年 8 月 19 日 

 
 

 リチウムイオン蓄電池の性能を向上させるこ

とに関しては、どんな部分も見過ごしてはならな

い ― カソードの構成材料を結合するための接着

剤でさえも…。そして、同接着剤について、SLAC
国立加速器研究所及びスタンフォード大学の研究

者が発見した。 
 
先月 Chemical Science に発表された報告書に

よると、硫化リチウムと炭素粒子を結合する接着

剤を微調整することで、以前の設計よりも 5 倍寿

命が延びるカソードを創り出した。本研究成果は、

米国エネルギー省の Joint Center for Energy 
Storage Research(JCESR:エネルギー貯蔵研究

共同センター)の支援を受けたもので最も早く成

果が出たものである。 
 
「実験用蓄電池の寿命を延ばすため、この接着剤がいかに重要であるかということにと

ても感銘を受けました｡」と語るのは、研究を指揮した SLAC 及びスタンフォード大学

の准教授である Yi Cui 氏。 
 

世界中の研究者が、リチウムイオン蓄電池の性能向上にしのぎを削っている。リチウ

ムイオン蓄電池は、モバイル電子機器や電気自動車のような急速に人気が高まりつつあ

るデバイスに電力供給するための、最も有望な技術の一つとされる。理論的には、アノ

ードとカソードと呼ばれる蓄電池の電極の活性材料にシリコンと硫黄を使うことで、リ

チウムイオン蓄電池に、現在最も性能が良いタイプの最大 5 倍の蓄電容量を持たせるこ

とが可能であるとされる。しかし、実際の使用で何千回もの充放電サイクルが持続する

電極として、シリコンと硫黄の特定の形状や配合を見つけ出すことは困難であった。 
 

 

新しい接着材料は微粒子（上）の硫化

リチウムと炭素の複合材を形成する。

それに比べ、別の通常の接着剤使用時

には大きな塊（下）が形成される。 
作動中のリチウムイオン蓄電池では、

ちょうど 100 サイクル後に大きな塊

により、電池が壊れてしまう。反対に、

新しい接着剤を使った実験用蓄電池

は、5 倍近く寿命が延びた。(Zhi Wei 
Seh/Stanford) 
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Cui 氏のグループは、硫黄ではなく硫化リチウムを使うことで、より性能の良いカソ

ードを創り出す方法を研究していた。カソードに含まれるリチウム原子が、蓄電池の充

放電サイクル中にアノードとカソード間を行き来するイオンを供給する。このことは、

蓄電池の他方の電極を、シリコンのようなリチウム以外の材料で作れるということを意

味する。残念ながら、硫化リチウムも電気を絶縁するため、どんな蓄電池でも大きく性

能が低下してしまう。それを克服するために、導電性炭素粒子が硫化物に混合され、糊

状の材料－即ち、接着剤－が全てを結合する。 
 

Cui のグループの科学者は、特に硫化リチウムカソードの使用に適合し、またカソー

ドから溶出し、蓄電池の蓄電容量や有用な耐用年数を低下させる中間生成物のポリ硫化

物分子を強く結合する新しい接着剤を考案した。 
 

Initials PVP(ポリビニルピロリドン)と呼ばれる

新しい接着剤を使った実験用蓄電池は、充放電 100
サイクル後に初期のエネルギー貯蔵容量（＝蓄電容

量。以下「蓄電容量」という。）の 94%を保持し

た。それに比べて PVDF(ポリフッ化ビニリデン)と
して知られる従来の接着剤を使った蓄電池では

72%であった。同 500 サイクル後も、PVP 蓄電池

は依然として初期蓄電容量の 69%を保持した。 
 
性能が向上したのは、PVP の硫化リチウムに対

する非常に高い親和性によるもので、この組合せが、リチウムイオンをカソード内で活

性材料全体に容易に浸透・到達させる、微粒子の硫化リチウムと炭素の複合材を形成し

たと、Cui 氏は言った。反対に、これまでの接着剤である PVDF は、複合材に大きな

塊を作り出し、それがリチウムイオンの浸透を妨げ、100 サイクル以内で蓄電池を壊し

てしまう。 
 
最も性能の良い蓄電池でさえ、充放電サイクル毎にいくらかの蓄電容量が失われる。

研究者はそのような損失をできるだけ減らそうとしている。Cui 氏は、PVP／硫化リチ

ウムカソードの組合せがさらに性能向上するには、有用な寿命を 1,000 サイクル超に延

ばす必要があるが、通常見過ごされてきた接着剤材料を改善したことで、飛躍的な効果

を生み出したことが励みになっている、と語った。 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 広報部 勝本 智子） 

 
SLAC 及びスタンフォード大学准教授

の Yi Cui 氏(Stanford News Service) 
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出典：本資料は SLAC 国立加速器研究所の以下の記事を翻訳したものである。 
“Designer Glue Improves Lithium-ion Battery Life” 
http://www6.slac.stanford.edu/news/2013-08-19-Designer-Glue-Improves-Lithium-i
on-Battery-Life.aspx 
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二次細胞壁内のリグニンは特定色素で可視化させること

ができる。このシロイヌナズナの茎の断面図ではリグニ

ンは赤く染められている。 
画像クレジット: VIB、ベルギー 

(1100-2) 
【新エネルギー分野（バイオマス）】 
 
仮訳 

 
Stanford 大学 GCEP の支援により 

バイオ燃料の生産効率を高める重要な植物遺伝子が判明(米国) 
 
 

 国際研究チームが、スイッチグラス、

ポプラ材、その他環境に優しい作物か

ら低コストのバイオ燃料を効率よく

製造する際の重要な課題を解決でき

る植物遺伝子を特定した。 
 
 8 月 15 日のオンライン版 Science
誌において、ベルギーの VIB(フラン

ダースバイオテクノロジー研究機関)
と Ghent 大学、英国の Dundee 大学

と James Hutton 研究所、さらに(米
国の)Wisconsin-Madison 大学の科学

者たちは、リグニン(植物の二次細胞壁

を構成する主な成分の一つ)の生成において、これまで未解明であった役割を有する遺

伝子について記述している。caffeoyl shikimate esterase(CSE:)と呼ばれるこの隠れた

遺伝子の発見によって、「現在認められているリグニンの生合成経路モデルを見直す必

要が出てくる。」と著者は述べている。 
 
 また科学者たちは、この CSE 遺伝子の消失によって細胞壁から抽出される糖の量を

4 倍に増やせることも発見しており、これがバイオ燃料産業に大きな影響を与える可能

性がある。 
 
 「根本に関わるこの刺激的な発見によって、植物内部で起こるリグニンの変化に新た

な経路が提案され、エネルギー作物からバイオ燃料への変換効率が大幅に増す可能性が

あります。」と、この研究に共同で資金提供を行う Stanford 大学 Global Climate and 
Energy Project (GCEP)の代表である Sally M. Benson 氏は言う。「リグニン研究を世

界的にリードする研究チームを支援できること、こうしたプロジェクトから優れた成果

が得られたことを喜ばしく思っています。」 

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1100, 2013.10.21

4



リグニンのセメント機能 

 
 植物の細胞壁にはリグニンだけでなく、主に単糖のグルコースで構成されるセルロー

スも多く含まれている。リグニンはセメントのような役割を担っており、セルロースを

適切な位置に組み込んで植物に硬度や剛性を与えている。進化によるリグニンの発現で

維管束陸上植物の発達が可能となり、水分や養分を根から葉へ送れるようになったと著

者たちは言及している。「高木も、リグニンの存在によって真っ直ぐな背丈を維持でき

ているのです。」と彼らは言う。 
 
 グルコースは、再生可能なバイオ燃料であるエタノールや他のアルコールへと発酵さ

せることができる。エタノールの製造に用いられるグルコースの大半は、食用とうもろ

こしやサトウキビ等のような、でんぷんや砂糖をベースとする原料に由来している。し

かし、貴重な農地を食糧ではなく燃料生成のために利用することは、環境的にも、社会

的にも多くの懸念を引き起こしている。 
 
 代替案として研究者たちはいわゆる「セルロース原料」のうち、不毛の土地でも比較

的少ない水分や肥料で成長することのできる草木等に注目した。しかし、セルロースの

リグニンによる強い結合がセルロース系植物からバイオ燃料を製造する上で大きな障

害となっている。こうした植物に含まれるグルコースを利用するにはセルロースを保持

するセメント機能を果たすリグニンを除去するために、エネルギー多消費で環境負荷が

かかる前処理プロセスが必要となる。 
 
 
遺伝学的アプローチ 

 
 研究チームは Science 誌で遺伝学的アプローチを提案しており、商業規模ではより効

率的なセルロース系作物の変換プロセスを実現することが可能であるとしている。シロ

イヌナズナをモデル植物として用いたところ、研究者たちは CSE 遺伝子がリグニン生

合成の中心的役割を担う酵素を生成することを発見した。この遺伝子を除去した結果、

植物個体は通常のシロイヌナズナに比べて形も小さく、茎を構成するリグニン量はグラ

ム当たり 36%少なくなり、セルロースをつなぐセメント機能も弱められた。 
 
 結果として、研究者たちは通常のシロイヌナズナでは 18%であったセルロースから

グルコースへの変換率を 4 倍の 78%へと増加させた。このグルコース抽出量の大幅な

増加によって、細胞壁の前処理として高額な費用のかかる苛性ソーダ処理等が不要とな

る。 
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 リグニンの総量が少ない、又はリグニンの分解が容易な植物は、バイオ燃料、バイオ

プラスチック、紙産業にとって現実的な利益をもたらすと著者たちは言う。今回の研究

によって、研究者たちはセルロース系エネルギー作物(ポプラ、ユーカリ、スイッチグ

ラス、その他の草種等)の野生個体群が、突然変異した、あるいは機能しない CSE 遺伝

子を持つかどうか選別できるようになった。この選別プロセスによってバイオマスから

エネルギーへの変換効率がさらに高められると彼らは言う。また、遺伝子操作によって

こうした作物の細胞壁に含まれるリグニンの量を減らす CSE 遺伝子を作ることも可能

である。 
 
 この研究の筆頭著者はVIBとGhent大学のRuben Vanholme氏と Igor Cesarino氏。

その他の著者は次の研究所に所属している： 
 
 Dundee 大学から、Katarzyna Rataj 氏、Yuguo Xiao 氏、Lydia Welsh 氏、

Christopher McClellan氏、Claire Halpin氏、そしてGordon Simpson氏James 
Hutton 研究所にも所属)； 

 VIB Ghent 大学から、Lisa Sundin 氏、Geert Goeminne 氏、Joanna Cross
氏、Kris Morreel 氏、Pedro Araujo 氏、Jurgen Haustraete 氏、Bartel Vanholme
氏、そして Wout Boerjan 氏； 

 Wisconsin-Madison 大学から、Hoon Kim 氏と John Ralph 氏。 
 
 この研究は、分野横断的な研究パートナーシップ、Ghent 大学の Biotechnology for a 
Sustainable Economy、米国エネルギー省のGreat Lakes Bioenergy Research Center、
及び GCEP による次の 3 つの資金提供(award)によって支援されたものである： 
 
 Towards New Degradable Lignin Types 

研究責任者：Wout Boerjan 氏  
 Novel Mutants Optimized for Lignin, Growth and Biofuel Production via 

Re-Mutagenesis 
研究責任者：Claire Halpin 氏、Gordon Simpson 氏 

 Efficient Biomass Conversion: Delineating the Best Lignin 
Monomer-Substitutes 
研究責任者：Jon Ralph 氏、Xuejun Pan 氏、Sara Patterson 氏  

 
2013 年 8 月 15 日 
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翻訳：NEDO（担当 広報部 望月 麻衣） 

 
 
出典：本資料は、米国スタンフォード大学の以下の記事を翻訳したものである。 
“GCEP-sponsored scientists unmask crucial plant gene that could enhance efficient 
biofuel production” 
http://gcep.stanford.edu/news/crutialplantgene.html 
Used with Permission of Stanford University 
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(1100-3) 
 
【蓄電池・エネルギーシステム分野（蓄電池）】 
 
仮訳 

 
新開発の充電式フロー蓄電池が 

安価で大規模なエネルギー貯蔵を可能にする（米国） 
開発が太陽光や風力発電の利用を広める後押しとなる 

 
New rechargeable flow battery enables cheaper, large-scale energy storage 

Design may support widespread use of solar and wind energy. 
 
著者：Jennifer Chu, MIT News Office 
MIT News〔2013 年 8 月 16 日〕 
 
 MIT 研究者は、電力の供給や貯蔵に

高価な（イオン交換）膜を必要としな

い新型の充電式フロー蓄電池を開発し

た。このデバイスにより、将来的に安

価で大規模なエネルギー貯蔵が可能と

なるという。 
 
 手の平サイズの試作品は、他の膜の

ないシステムと比べ、1cm2当たりの発

電量が 3 倍である。リチウムイオン蓄

電池やその他の市販や実験用のエネル

ギー貯蔵システムと比較して、出力密

度が非常に大きい。 
 

このデバイスは、層流と呼ばれる現象を基とするデバイスの中で、エネルギーを貯蔵し、

放出する。つまり 2 つの液体が流路に送り出され、エネルギーを貯蔵や放出するために 2
つの電極間で電気化学反応をする。最適な状況下で、液体は並行して流れ、ほとんど混合

することはない。この流れが自然に液体を分離し、高価な膜を必要としない。 
 
 蓄電池の中の反応物質は、液体臭素溶液と水素燃料から成る。研究グループが臭素を扱

うことに決めたのは、この化学物質が米国で毎年 243,000 トン超生産されており、比較的

安価で大量に入手しやすいためである。 

画像: Felice Frankel 氏 
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 臭素の低価格性や豊富性に加え、水素と臭素との間の化学反応には、非常に大きなエネ

ルギー貯蔵の潜在能力がある。しかし、水素と臭素をベースとした燃料電池の設計は、多

くの場合様々な結果が生じる。例えば、臭化水素酸は蓄電池の膜を腐食する傾向があり、

エネルギー貯蔵反応を遅らせ、蓄電池の寿命を縮める。 
 
 このような問題を回避するため、研究チームはシンプルな解決策にたどり着いた。膜を

取り除くことだ。 
 

MIT の機械工学の助教授である Cullen Buie 氏は、次のように語る。「少なくとも、こ

の技術はエネルギー貯蔵の調査をした他のものに比べ、かなり有望である。膜のないシス

テムは単なる空論であるとする過去の評価とは反対に、このシステムは実用面で大きな影

響を及ぼす可能性がある。」 
 

Buie 氏は、化学工学の教授 Martin Bazant 氏と機械工学の大学院生 William Braff 氏
と共に、今週発刊の『Nature Communications』にて、本成果を発表した。 
 
「ここにあるのは、性能が以前のシステムとほぼ同じシステムであり、膜の問題について

は心配する必要はない。これは、エネルギー貯蔵技術において大きな飛躍となりうるもの

である。」と、Bazant 氏は語る。 
 
 
太陽光・風力発電を後押しする可能性 

 低コストのエネルギー貯蔵には、太陽光発電や風力発電といった再生可能エネルギーの

使用を広範囲に広める可能性がある。現在まで、そのようなエネルギー源は不安定なもの

であった。例えば、（風力発電にあっては）風にはムラがあり、また（太陽光発電にあって

は）晴れの日が決して保障されるわけではない。安価なエネルギー貯蔵技術があれば、再

生可能エネルギーは貯蔵され、そして電力需要のピーク時に送電網を通じて供給される。 
 

Buie 氏は、こう語る。「エネルギー貯蔵は、再生可能エネルギーを実現するための中心

的技術である。〔エネルギー貯蔵を〕信頼性があり手頃な価格にさせるまでは、風力発電や

太陽光発電を安価で効率出来に供給することはできない。なぜなら、送電網が再生可能エ

ネルギーの不連続性を操作することはできないからだ。」 
 
 膜を不要とするフロー蓄電池の開発により、研究グループは、コストと性能というエネ

ルギー貯蔵の 2 つの大きな障壁を取り除くことができたと Buie 氏は語る。大抵の場合、

膜は蓄電池の中で最もコストのかかる部品であり、そして特定の反応物質に繰り返し暴露

され腐食するため、最も不安定でもある。 
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 Braff 氏は、2 つの電極間に小さな経路をもつフロー蓄電池のプロトタイプを作製した。

経路を通じて、グラファイト･カソード上に液体臭素を、多孔性アノード下に臭化水素酸を

送り込んだ。同時に、研究者らはアノードに水素ガスを流し込んだ。水素と臭素間の反応

により、充放電を繰り返すことが可能な自由電子の形でエネルギーを生産した。 
 
 また研究者らは、電子を捕獲してエネルギーを貯蔵するため、経路の中で化学反応を逆

転させることができた。膜を使用しない設計では初である。 
 
 実験では、Braff 氏と研究者らは、様々な流速と反応物質濃度の条件下において、室温

でフロー蓄電池を作動させた。そして、蓄電池が貯蔵エネルギー0.795W／1cm2 の最大出

力密度を達成した。 
 
 
貯蔵量を増やし、コストを低下 

 実験を実施することに加え、研究者らは水素-臭素システムの化学反応を表現する数学的

モデルを作成した。モデルによる彼らの予測は、実験の結果と一致していた。つまりBazant
氏が将来繰り返し設計するのに有望と考える結果である。 
 
「我々には、このシステムを大型化しようとしたとき、最適システムの設計において合理

的な決断ができる自信を与えてくれる設計ツールがある。さらなる工学技術がこのモデル

によって導かれることで、出力密度の記録を破れると信じている。」と、Bazant 氏は語る。 
 
 ドレクセル大学の材料科学･工学の教授である Yury Gogotsi 氏は、膜の除去が大型化可

能で安価なエネルギー貯蔵に向かう次なるステップであると語る。グループの設計は、技

術者が膜のないシステムの物理的現象をより理解する助けとなるだろうと、同氏は述べる。 
 
「何万という個々の小さなセルを積み重ねることでは、携帯電話やコンピューターのバッ

テリーのような、安価なエネルギー貯蔵システムは実現できない。他の新たな技術のよう

に、層流蓄電池が実行可能性を証明するには時間がかかる。新生児のようなものだ。この

技術が何に適しているかは数年後にしか分からない。」と、Gogotsi 氏は語る。同氏は本研

究には寄与しなかった。 
 
 事前評価によると、膜のないフロー蓄電池のエネルギーコストが、（蓄電池容量で）少な

くとも＄100／kWh になると Braff 氏と研究者達は見積もる。この値は、エネルギー省が、

電力会社にとって経済的に魅力があると評価する目標値である。 
 
「もし、そのようなコストに到達すれば、送電網をさらに効率的にするために非常に多く

のことができる。（現在は）大抵のシステムが簡単に桁違いに高くなってしまう。今までそ
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のような低価格でシステムを構築した者が誰もいなかったのだ。」と Braff 氏は語る。 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 広報部 室井 紗織） 
 
 
出典：本資料は、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。 
“New rechargeable flow battery enables cheaper, large-scale energy storage” 
http://web.mit.edu/newsoffice/2013/rechargeable-flow-battery-enables-cheaper-large-sc
ale-energy-storage-0816.html 
Reprinted with permission of MIT News: http://web.mit.edu/newsoffice/ 
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(1100-4) 

【クリーンコールテクノロジー分野】 
 

仮訳 
 
アラバマ大学教授が開発した CO2回収プロセス技術で特許を取得 

2013 年 8 月 26 日 
 

 

アラバマ州、タスカルーサ ― アラバ

マ大学の化学・生物工学の助教授である

Jason E. Bara博士による研究を基にし

た米国特許によると、産業活動により排

出される二酸化炭素等の温室効果ガス

を除去する革新的な方法は、従来の方法

よりも、より安価で、効率的なものとな

るだろう。 
 

排ガスから温室効果ガス（GHG）を

除去するための、ほぼ全ての商業化可能

な取り組みは、排ガスの流れと接触して、二酸化炭素(CO2)や他の不要なガスを取り除

くアンモニア由来のアミンと水の溶液を用いている。Bara 氏が特許を取得したシステ

ムは、アミン水溶液の水の大部分を、低蒸気圧、すなわち低沸点の有機溶剤であるイミ

ダゾールと呼ばれ、期待が持てる種類の分子に置き換えるものである。 
 

8 月の初旬にアラバマ大学が認められた特許は、天然ガスや石炭火力発電所等の燃焼

後の排ガスから CO2 や他のガスを回収するために、イミダゾールを含んだシステムの

化学組成について権利を請求したものである。 
 

「CO2回収におけるイミダゾールの利点は、この物質が調整可能な化学的・物理的特

性を持つ種類の溶剤であることです。」と語る Bara 博士。「それにより、回収プロセ

スのニーズに合った溶剤システムの設計をとてもフレキシブルに行うことができます。」 
 

大気中に太陽熱を閉じ込めて地球温暖化を引き起こす、人為的な GHG 排出を削減す

るため、排出基準や過剰排出への金銭的なペナルティを含んだ、世界的な取り組みが行

われている。最も一般的かつ研究された方法はモノエタノールアミン(MEA)を天然ガス

 

Jason E. Bara 博士が率いる研究が、CO2回収

のためのより効率的で安価な方法を示す。 

 

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1100, 2013.10.21

12



 
 

や燃焼後の排ガスに導入するもので、このプロセスでは排ガスから約 90%の CO2を回

収できる。 
 

排ガスからの除去に MEA を使う方法は、MEA 溶液を再利用して排ガスに再接触さ

せる前に、（MEA からの）CO2の脱着又は除去に同溶液を沸騰させなければならず、

大量のエネルギーを必要とする。例えば、発電所で MEA の使用に必要なエネルギーコ

ストは、消費者に転嫁されることになる、と Bara 博士は言う。 
 

Bara 博士の研究は、プロセス中の大部分の水をイミダゾールに置き換えることで、

大量の水の沸騰に必要となるエネルギーを消費することなく溶剤を再生できるため、エ

ネルギーが節約できることを示している。また、Bara 博士の研究では、（このイミダ

ゾールを用いた）溶剤システムが MEA と同等又はそれ以上の CO2を回収できることを

明らかにしている。 
 

CO2 の回収にかかるコストが、エネルギー産業が大規模に CO2 回収に取り組むのを

ためらう原因の一つである。「それゆえ、もし今後 10 年で大規模にスケールアップす

ることを望むなら、既に確立された溶剤や材料に目を向けることが重要なのです。」と

Bara 博士。 
 

「この溶剤システムが本当に素晴らしいのは、ゼロからスタートしなくてもよかった

ことです。」と Bara 博士は言った。「多くのイミダゾールのコアは既に商業化されて

おり、非常に単純な反応により、研究所で必要な分子を合成することができます。もし

スケールアップするとしたら、溶剤コストの観点からは良い兆しがみれます。」 
 

この技術は、CO2回収のためにさらに改良する目的で、コロラド州ボールダーのクリ

ーン技術企業である ION Engineering 社にライセンス供与された。Bara 博士は ION 
Engineering 社の設立を支援し、科学アドバイザーとして引き続きこの会社に関わって

いる。 
 

Bara 博士の研究は米国エネルギー省、国立科学財団、American Chemical Society 
Petroleum Research Fund から資金提供を受けている。 
 

イミダゾールを使ったBara博士の研究を基にした他の特許は承認待ちの状態である。

米国特許番号 8,506,914 は、8 月 13 日に承認された。 
 

1837 年、アラバマ大学はエンジニアリングの授業を提供する米国の最初の 5 つの大 
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学の一つになった。現在、アラバマ大学は正式に認可された College of Engineering に

3,900 人以上の生徒と 110 人を越える教授陣を有する。過去 8 年間に College of 
Engineering の生徒は、USA Today の All-USA College Academic Team メンバー、

Goldwater,、Hollings、Mitchell、Portz、Truman 奨学生に指名されている。 
 

アラバマ大学は、学生主導の研究大学で、入学者数及び学問的な質の両面で大きな成

長を遂げつつある。キャンパスと州の経済にプラスのインパクトを与えている、この成

長は、最も優秀で才能のある生徒の希望する大学であるアラバマ大学のビジョンに沿っ

たものである。アラバマ大学は、州で最も重要な大学であり、全てのアラバマ州の人々

の生活の質を向上を図るという確約で結ばれたアカデミック・コミュニティである。 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 広報部 勝本 智子） 
 
 
出典：本資料はアラバマ大学の以下の記事を翻訳したものである。 
“Engineering Professor Granted Patent for Carbon-Capture Process” 
http://uanews.ua.edu/2013/08/ua-engineering-professor-granted-patent-for-carbon-c
apture-process/ 
(Used with permission of the University of Alabama) 
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(1100-5) 
【電子･情報通信分野（電子デバイス）】 
 
仮訳 

 
 
 

3D グラフェン： 
(色素増感)太陽電池に用いるプラチナの代替に？(米国) 

 
 

 
 
2013 年 8 月 20 日 
 
 最も有望視される太陽電池の中の一つに、いくつかの欠点を持つものがある。ミシガ

ン工科大学の科学者たちによって、その一つが解決されたかもしれない。 
 

 

 
電界放射型走査電子顕微鏡法(FESEM)によるハチの巣状 3D グラフェン画像。実質的に発

電能力を損なうことなく、色素増感太陽電池に必要なプラチナの代替となる新材料。写真：

Hui Wang 氏 
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 色素増感太陽電池は薄く、柔軟で、製造も容易であり、なおかつ太陽光を電気に変換

する能力が非常に優れている。ところが、この太陽電池の主要構成原料は、地球上で最

も高価な金属の一つ、プラチナである。必要とされる量は少ないものの、1 オンス当た

り 1,500 ドルする銀白色の金属のコストは依然として相当なものである。 
 
 材料科学工学の特別教授(Charles and Carroll McArthur Professor of Materials 
Science and Engineering)である Yun Hang Hu 氏は、太陽電池としての変換効率を損

なわずにプラチナに置き換わる安価な新材料、3D グラフェンを開発した。 
 
 通常のグラフェンは、厚さわずか分子 1 個分程度の二次元炭素構造をしていることで

知られている。Hu 氏の研究チームは、これをハチの巣に似たユニークな 3D 構造に合

成する新たな方法を考案した。酸化リチウムと一酸化炭素を化学変化によって結合させ、

炭酸リチウム(Li2CO3)とハチの巣状グラフェンを生成した。この Li2CO3 がグラフェン

シートの形成を助け、またそれぞれを隔離し、通常のグラファイト形成を防いでいる。

さらに、Li2CO3 粒子は酸によってハチの巣状 3D グラフェンから容易に分離すること

ができる。 
 
 研究者たちはハチの巣状3Dグラフェンが優れた導電率と活発な触媒作用を有するこ

とを測定済みであり、エネルギー貯蔵や変換に利用できる可能性が高まっている。彼ら

は色素増感太陽電池のプラチナ製の対極を、ハチの巣状3Dグラフェン製に付け替えた。

そして太陽電池を太陽光に当て、出力を測定した。 
 
 3D グラファイト製の対極を持つ太陽電池は太陽光の 7.8%を電気に変換することが

でき、これは高価なプラチナを用いた従来の太陽電池(8%)とほぼ同じ数値である。 
 
 ハチの巣状 3D グラフェンの合成はコストも安く、容易であり、対極を作ることに特

別な課題は何もない、と Hu 氏は言う。 
 
 この研究は米国化学会石油研究基金 (PRF-51799-ND10) と全米科学財団

(NSF-CBET-0931587)からの資金提供を受けている。研究内容についての記事” 3D 
Honeycomb-Like Structured Graphene and Its High Efficiency as a 
Counter-Electrode Catalyst for Dye-Sensitized Solar Cells”は、Hu 氏、ミシガン工科

大学院生の Hui Wang 氏、ノートルダム大学の Franklin Tao 氏、ブルックヘブン国立

研究所のDario J. Stacchiola氏、そしてミシガン大学のKai Sun氏による共著であり、

6 月 29 日発行の雑誌 Angewandte Chemie International Edition のオンライン版に掲

載されている。 
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 ミシガン工科大学(www.mtu.edu)は有望で持続可能な世界の実現に役立つ新技術の

開発、および未来を創造する人材育成をリードする公立研究機関の一つである。同校は

工学、森林資源、コンピューティング、テクノロジー、ビジネス、経済、自然、物理環

境科学、芸術、人文科学、および社会科学等の分野において 130 を超える学位プログ

ラムを提供している。 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 広報部 望月 麻衣） 
 
 
出典：本資料は、米国ミシガン工科大学の以下の記事を翻訳したものである。 
“3D Graphene: Solar Power's Next Platinum?” 
http://www.mtu.edu/news/stories/2013/august/story94626.html 
Used with Permission of Michigan Technological University 
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(1100-6) 
【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 
 

南カリフォルニア大学がカーボンナノチューブを 
「成長させる」方法を発見（米国） 

2013 年 8 月 27 日 
 

シリコンの地位が危うい。南カリフォルニア大学の

研究者らは、次世代コンピュータや材料の探求のブレ

ークスルーにおいて、カーボンナノチューブ(CNT)の
長きに渡る課題を解決した。それは、CNT を実際に特

定の予測可能な原子構造に構築することである。 
 
 「私たちは、CNT の根本的な問題の解決に取り組ん

でいます。」と USC Viterbi School of Engineering、
Ming Hsieh Department of Electrical Engineering
の教授であり、2013 年 8 月 23 日に Nano Letters に

掲載された本研究論文の責任著者である Chongwu 
Zhou 氏は言う。「CNT の原子構造、つまりキラリテ

ィ(対掌性)をコントロールできることが、ナノチュー

ブの分野における私たちの夢でした。」 
 
 今の時代がシリコンで成り立っているとするならば、次の時代は CNT で成り立つもの

となるだろう。CNT は光学からエネルギー貯蔵やタッチスクリーンに至る全てにおいて利

用が期待されているものだ。CNT は透明であるだけでなく、この研究で発見した CNT の

原子構造の制御法は、シリコントランジスタに依存するコンピュータに比べてより小型で

高速、しかもエネルギー高効率なコンピュータへの道を拓くだろう。 
 
 「私たちは、このプロセスをスケールアップしようとしているのです。」と Zhou 教授は

言い、次のように続ける。「私たちの発見した方法は、この分野に革命をもたらし、多くの

分野におけるナノチューブの実際の利用を著しく促進させる可能性があります。」 
 
 
 
 

ナノチューブは、六角形のパターンに

配列した炭素原子のシートからでき

たグラフェンのチューブである。 

(写真提供:Chongwu Zhou and Jia 
Liu) 
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 これまで、例えば半導体ではなく金属的にするなど、科学者らは個別の特性を持たせた

CNT を「成長させる」ことができず、（CNT を）混ざり合ったランダムなバッチから選別

していた。また、選別するプロセスによりナノチューブがかなり短くなり、多くのアプリ

ケーションに適さないものになっていた。 
 
 USC の研究チームは過去 3 年以上にわたって、このような短くなった CNT を「種」と

して利用し、(気相エピタキシャル「クローニング」技術で)CNT を高温度下で拡張して望

みどおりの原子構造を得るという、長いナノチューブを作る研究に取り組んできた。 
 
 同研究チームは、昨年、Nature Communications でこの技術を概説し、現在、Nano 
Letters にて最新の研究成果、特定の原子構造を持つ CNT を構築する「成長レシピ」を報

告している。 
 
 「私たちはナノチューブの大量増産のメカニズムを突き止めたのです。」と論文の共同筆

頭著者で USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences の化学分野の博士課程の学

生である Jia Liu 氏は、暗い部屋でたった一人、この技術の有効性を裏付けるスペクトル

データをようやく観察した時を思い出してこう述べる。「まさに私にとっての発見の瞬間で

した。」 
 
 Liu 氏はまた「ナノチューブの成長の挙動を理解することで、より多量のナノチューブ

を作ること、そしてその成長のより優れた制御が可能になります。」と言う。 
 
 特定のタイプの CNT は、それぞれが拡張・収縮時の周波数を持っている。研究者らは、

ラマン振動数を合わせることで、新たに成長させたナノチューブが同じ原子構造を持つこ

とを明らかにした。 
 
 「これは大変エキサイティングな分野であり、最も困難な課題でした。」と論文共同筆頭

著者で USC Viterbi ポスドクの研究員である Bilu Liu 氏は述べ次のように続ける。「(論文

のシニア著者である)Zhou 教授に会議でお会いした際、ナノチューブの原子構造制御の課

題に取り組みたい旨を教授から伺いました。これは最大の課題であり、そのため私は教授

の研究室にやってきたのです。」 
 
 本研究ではさらに、異なる構造を持つナノチューブではそれらの成長中の挙動も大変異

なっており、条件によっては成長が速まったり、さらに長く成長したりするナノチューブ

があることを発見した。 
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 「これまではナノチューブのキラリティ、つまり原子構造を制御することは、特に金属

のナノ粒子を使う際に大変困難でした。」と Bilu Liu 研究員は言う。「構造がまったく同じ

に見えても特性はまったく異なるのです。私たちは本研究論文でナノチューブの原子構造

を解読し、その原子構造を正確に制御する方法を明らかにしています。」 
 
 本研究論文のその他の共同著者は、USC の Jialu Zhang 氏、米国標準技術局 (National 
Institute of Standards and Technology: NIST)の Xiaomin Tu 氏および Ming Zheng 氏で

ある。 
 
 本研究は海軍研究事務所 (Office of Naval Research: ONR)および米国防総省

(Department of Defense: DOD)の国防脅威削減局(Defense Threat Reduction Agency: 
DTRA)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、米・南カリフォルニア大学 (University of Southern California)の以下

の記事を翻訳したものである。 
“USC researchers figure out how to ‘grow’ carbon nanotubes” by Suzanne Wu 
http://news.usc.edu/#!/article/54500/usc-researchers-figure-out-how-to-grow-carbon-na
notubes/ 
 (Used with Permission of the University of Southern California) 
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今回の発見は、接合部分から電圧を喪失することなく高

強度太陽エネルギーを処理でき、変換効率の改善が見込

める積層型太陽電池の製造が可能となったことを意味し

ている。クリックすると拡大写真が見られる。 
（写真：ノースカロライナ州立大学） 

(1100-7) 
【新エネルギー分野（太陽光発電）】 
 
仮訳 

 
 
 

新たな積層型太陽電池の接合技術が 
太陽集光 7 万倍のエネルギー処理を可能に(米国) 

 
 
 ノースカロライナ州立大学の研究者たちが、積層型太陽電池の接合部分を改善する新

技術を発見した。この技術によって太陽エネルギーデバイス全体の効率改善、及び太陽

エネルギー生産コストの削減が見込まれる。新たな接合方法を用いることで太陽集光の

7 万倍相当分のエネルギー処理が可能となり、さらに電圧を「無駄なエネルギー」、即

ち熱といった形で喪失することもなくなる。 
 
 積層型太陽電池は、複数の太陽電池

が上方向に積層されたものである。積

層型太陽電池は市場に出回っている太

陽電池の中で最も高効率であり、吸収

した太陽エネルギーの電気への変換効

率は最大 45%に達している。 
 
 しかし、そうした効率性を発揮させ

るには、積層された太陽電池同士の接

合部が太陽エネルギーを吸収したり、

同電池で生成された電圧を吸い上げた

りしないよう、つまりエネルギーを熱

として消耗させないように設計する必

要がある。 
 

「私たちは非常に薄いガリウムヒ素膜を積層型太陽電池の接合部に組み込むことで、

太陽エネルギーをブロックすることなく、電圧損失を実質的に解消できることを発見し

ました。」と、ノースカロライナ州立大学の電子工学教授であり、当該研究内容に関す

る論文の共著者である Salah Bedair 博士は述べている。 
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 PV エネルギー企業が太陽光 1 個(レンズ無し)から 4,000 個相当分ほどの太陽エネル

ギーを集光するためにレンズを用いることに関心を示す中で、当該研究は重要な意味を

もつ。しかし、太陽エネルギーの増強が大きくなり、太陽集光が 700 倍相当分以上に

なると、積層太陽電池の接合部は電圧喪失を始める。太陽エネルギーの増強が進めば進

むほど、接合部で起こる電圧喪失も増し、結果として変換効率を下げてしまう。 
 
 「私たちは、積層型太陽電池が太陽エネルギー7 万倍相当分にさらされても電圧喪失

を起こさない接合部を製造しました。」と Bedair 博士は言う。「集光レンズの利用だけ

では太陽 4,000～5,000 個相当分を超えるエネルギーを生成できる見込みがないことか

ら、私たちの製造した積層型太陽電池が十分な実用性を有するのです。」今回の発見は、

接合部から電圧を喪失することなく高強度エネルギーを処理でき、さらに変換効率の改

善も見込める積層型太陽電池の製造が可能となったことを意味している。 
 
 「大規模で高コストな太陽電池を製造するよりも、より小型の電池に集光レンズで増

強された太陽エネルギーを吸収させることによって多量の電気の生成が可能となり、エ

ネルギー産業全体のコストが削減されるでしょう。集光レンズの価格は比較的安価で

す。」と、Bedair 博士は言う。 
 
 論文「Effect of GaAs interfacial layer on the performance of high bandgap tunnel 
junctions for multijunction solar cells」は 9 月 5 日に Applied Physics Letters オンラ

イン版において発表されている。筆頭著者はノースカロライナ大学博士課程の学生であ

る Joshua Samberg 氏。共著者に同大博士課程の学生 Zachary Carlin 氏、Geoff 
Bradshaw 氏、そして Jeff Harmon 氏、同大の電子工学助教である Peter Colter 博士、

同大修士課程の学生 J.B. Allen 氏、そして同大の電子工学名誉教授である John Hauser
博士が参加している。当該研究は米国エネルギー省と全米科学財団からの支援を受けて

行われた。 
 
当該論文の概要は以下のとおり 
 
GaAs 界面層が多接合太陽電池用高バンドギャップトンネル接合の性能に及ぼす効果 
 
著者：ノースカロライナ州立大学の Joshua P. Samberg 氏、C. Zachary Carlin 氏、Geoff 
K. Bradshaw 氏、Peter C. Colter 氏、Jeff Harmon 氏、J.B. Allen 氏、John R. Hauser
氏、そして S.M. Bedair 氏。 
 
出版：9 月 5 日、Applied Physics Letters オンライン版 
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DOI: 10.1063/1.4819917 
 
概要：ヘテロ接合界面が高バンドギャップ InxGa1-xP:Te/ Al0.6Ga0.4As:C トンネル接

合(TJ)に及ぼす効果の調査が行われた。30 オングストロームの GaAs:Te を接合界面に

組み込んだところ、ピーク時の電流は 1000 A/cm2、電圧は 30 A/cm2当たり最大 3mV
下がる結果となった(太陽集光 2000 倍)。この GaAs 界面層の存在によってウェハーの

均一性も改善された。モデリング結果は実験データと合致しており、TJ の性能が改善

された根拠としても用いられてきた。この構造を多重接合太陽電池に応用し、最小限の

電圧喪失で使用できる太陽集光の幅を広げることが可能となる。 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 広報部 望月 麻衣） 
 
 
出典：本資料は、ノースカロライナ州立大学の以下の記事を翻訳したものである。 
“New Connection between Stacked Solar Cells Can Handle Energy of 70,000 Suns” 
http://news.ncsu.edu/releases/wms-bedair-junction-2013/ 
Used with Permission of North Carolina State University 
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(1100-8) 
【新エネルギー分野（太陽光発電）】 

 
仮訳 
 

イオン導電ポリマーの利用で太陽電池の性能を向上(スウェーデン)  
 

スウェーデン王立工科大学の研究者が、色素増感太陽電池の変換効率向上と長寿命化の方

法を発見した。 

2013 年 9 月 3 日 

 
光合成からインスピレーションを得た、色素増感太陽電池は、低コスト太陽光発電とし

て有望であり、さらに触媒を加えることで、植物のように水素や酸素を生成する可能性が

ある。8 月に発表された研究はより高い効率で長寿命な色素増感太陽電池につながるだろ

うと、スウェーデン王立工科大学(KTH)の研究者の一人は語る。 
 
 KTH の光電気化学の助教授である James Gardner 氏を含む研究チームが、色素増感太

陽電池の電圧、電流を増加し、電極間の抵抗を低下する、新たな疑似液体のポリマーべー

ス電解質の開発に成功したと発表した。 

 色素増感太陽電池パネルが School of Chemical Science and Engineering の研究所で試験される。 

色素増感太陽光発電は、スウェーデン王立工科大学の研究結果によって、著しい向上が可能となる。 
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この研究は、色素増感太陽電池(DSSC)の酸化電解質の移動速度を上げるメリットに焦点

を当てている。また、チームには、KTH から無機化学の教授である Lars Kloo 氏や研究

者の Muthuraaman Bhagavathi Achari 氏が参加した。 
  

彼らの研究は、英国王立化学会誌の Physical Chemistry Chemical Physics で 8 月 19
日に発表された。 
 
 「太陽電池のコバルトレドックス(酸化還元)電解質に

イオン導電ポリマーを加えることで、酸化電解質の輸送

が大きく強化されるという確証を得ました。」と

Gardner 氏は言う。「輸送速度が速くなったことで、太

陽電池の変換効率が 20%高まりました。」 
 
 色素増感太陽電池は、光子を吸収し、透明半導体の電

導帯に電子を投入する。このアノードは、実際には、可

視光を吸収する色素によって増感する、非常に多孔質な

酸化チタンの薄層を有する金属板である。半導体の電子

はアノードを通り、外部回路に放散する。 
 
 電解質で、コバルト錯体酸化還元シャトルは、触媒として働き、アノードとカソード間

で内部電気的導通をもたらす。色素が電子を放出し、酸化チタンによって酸化されると、

電解質が欠損を補充するために電子を供給する。こうして色素分子が「リセット」され、

還元されて最初の状態に戻る。その結果、電解質が酸化され、電子不足になり、失った電

子を取り戻すためにカソードに移動する。回路を通って移動してきた電子は、カソードに

到達して、酸化したコバルト錯体と再結合する。 
 

最も効率的な太陽電池は、こうしたイオン輸送は、低粘

度の揮発性有機溶剤であるアセトニトリルに依存している。

しかし、安定した、商業的に実現可能な太陽電池を作るた

めには、代わりに低揮発性溶剤、一般にはメトキシプロピ

オニトリルが使用される。問題は、メトキシプロピオニト

リルは安定性があるが、アセトニトリルよりも粘度が高く、

イオンの流れ(移動)を妨げることである。 
  
疑似液体のポリマーべース電解質(トリメトキシプロピオ

ニトリル溶剤にコバルト錯体(Co3+/Co2+)酸化還元メディ

エータを含有する）を導入することで、研究チームは粘度 

 
イオン導電ポリマー 

 
Muthuraaman Bhagavathi Achari 氏
(左)と James Gardner 氏は、KTH でイ

オン導電ポリマー研究に携わった科学

者のうちの 2 人である。 
(写真: David Callahan) 
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の問題を解決したと Gardner 氏は言う。同時に、当該イオン導電ポリマーを電解質に加え

ることで、低揮発性を維持した。このことが、コバルト錯体電解質の酸化形が素早くカソ

ードに到達し、還元されるのを可能にした。 
  

輸送(イオンの移動)の速度が落ちると、より多くのコバルト錯体がカソードの電子では

なく、半導体アノード中の電子と反応し、急速な再結合損失を引き起こすため、こうした

輸送(移動)の高速化は重要だ。コバルト錯体の(移動)高速化は太陽電池の抵抗を低下し、電

圧と電力を高めると Gardner 氏は語った。 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 広報部 勝本 智子） 
 
 
出典：本資料はスウェーデン王立工科大学の以下の記事を翻訳したものである。 
“Solar cell performance improves with ion-conducting polymer” 
http://www.kth.se/en/aktuellt/nyheter/solar-cell-performance-improves-with-ion-condu
cting-polymer-1.410778 
(Used with permission of KTH Royal Institute of Technology) 
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(1100-8-1) 
【新エネルギー分野(太陽電池)】  

 
仮訳 
 
 

色素増感太陽電池の疑似液体ポリマーベース 
コバルト･レドックスメディエータ電解質（スウェーデン） 

 
 
 
アブストラクト 

 
近年､色素増感太陽電池(dye-sensitized solar cells: DSCs)で一般的に利用されているヨウ

化物/三ヨウ化物レドックス(酸化還元)シャトルの有望な代替物として、コバルト酸化還元

電解質メディエータが注目されている。ここでは、電池における高い抵抗、低い拡散係数

および急速な再結合による損失などの制限を克服するため、トリメトキシプロピオニトリ

ル溶剤にコバルト錯体(Co3+/Co2+)酸化還元メディエータを含有する新たに開発した疑似液

体のポリマーベース電解質について報告する。ポリマーベースの電解質を含有した太陽電

池は、ポリマーを含まない類似した電解質に対し性能が 1.2 倍に向上した。この度開発し

た DSCs の性能を、光起電性、過渡電子測定、EIS(電気化学インピーダンス)測定、ラー

マン分光法および UV-vis(可視・紫外)分光法により詳しく調査した。本技術は、高性能で

長寿命の DSCs を効果的に製造する方法を提供する。 
 
 

 
翻訳：NEDO（担当 広報部 松田 典子） 

 
 
出典：本資料は、Physical Chemistry Chemical Physics (PCCS)掲載の次の論文のアブス

トラクトを翻訳したものである。 
“A quasi-liquid polymer-based cobalt redox mediator electrolyte for dye-sensitized solar 
cells” 
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2013/cp/c3cp52869c#divAbstract 
Reproduced from the Physical Chemistry Chemical Physics (PCCS), 2013, 15, 
17419-17425 DOI: 10.1039/C3CP52869C 
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(1100-9) 
 
【バイオナノテクノロジー分野（医療システム）】 
 
仮訳 

 
レーザーベースの新ツールにより 

脳腫瘍外科手術の精度が劇的に向上（米国） 
画像技術により腫瘍組織と正常な組織を識別 

外科手術のリアルタイムな誘導のため手術室で使用可に 
 
 
【2013 年 9 月 4 日／ミシガン州アナーバー】新たなレーザーベースの技術により、外科

医が脳腫瘍手術中に顕微鏡レベルで癌の組織と正常な脳組織とを区別し、新たな腫瘍を発

生させる可能性のある細胞の取り残しを回避できることで、脳腫瘍手術の精度が格段に向

上する。 
 

 学 術 誌 『 Science Translational 
Medicine』の巻頭で特集された新たな

論文にて、ミシガン大学医学部とハーバ

ード大学の研究者から成るチームが、脳

組織の中の腫瘍細胞の最小部分を「見る」

ことができる技術について述べている。 
 

この技術を用いて、生きているマウス

の脳内で、腫瘍と健康な組織の区別を行

った。その後、最も致命的な脳腫瘍の一

種である多形性膠芽腫を患う患者から

除去した組織においても、同様のことが

できることが明らかになった。 
 
 現在チームは、手術中に医師が組織の

除去をするのを誘導してくれるSRS顕
微鏡と呼ばれるアプローチの開発を行

い、ミシガン大学医学部（U-M）の臨床試験にて検証を行っている。本研究は国立衛生研

究所（National Institutes of Health）による資金提供を受けた。 
 

マウスの脳の中にある人間の脳腫瘍である膠芽腫
の画像は、SRS（誘導ラーマン散乱）顕微鏡で撮ら
れた。本技術により、異なった細胞構造の組織から
放射される弱い信号に基づき、腫瘍（青）と正常な
組織（緑）の区別が簡単につく。 
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 多形性膠芽腫と診断された患者が、診断を下された後の生存期間は、平均するとわずか

18ヵ月である。このような腫瘍にとって、手術は最も効果的な治療法の1つではあるが、

『Journal of Neurosurgery』で昨秋発表された研究によると、手術が成功して最善の結果

に至るのは患者の4分の1にも満たないという。 
 

「脳腫瘍の手術は多くの点で進歩したが、多くの患者の生存率は未だに低い。これは、

外科医が手術を終了する前に腫瘍組織の全てを取り除いたことを確認できないためであ

る。」と語るのは本論文の共同執筆者のDaniel Orringer氏である。同氏は医師で、U-M
神経外科学科の講師をしており、U-Mの研修医の頃に現在のハーバードのチームメンバー

と偶然出会って以来、共に研究を行っている。 
 

続けて同氏はこう述べる。「手術中に腫瘍を可視化できるもっと良いツールが必要であ

り、そのためSRS顕微鏡は非常に期待ができる。SRSがあれば、従来の手術用顕微鏡では

見えなかったものを見ることが可能だ。」 
 

この技術の名前にあるSRSとは、誘導ラーマン散乱（stimulated Raman scattering）
の略である。ラーマン散乱は、この効果を共同で発見し、それにより1930年にノーベル物 

 

（左）現在のところ神経外科医が手術中に明視野顕微鏡を用いて見る脳の画像。 
（右）脳の同じ部分を SRS 顕微鏡で見た画像。この症例は、人間の脳腫瘍を移植したマウスの
脳。いずれ SRS によって、患者の脳で同じ画像を見ることができる。 
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理学賞を共同受賞したインドの科学者の1人であるC.V. Ramanにちなんで名付けられ、研

究者が物質の独特な化学的特性の測定をすることを可能にさせる。 
 
 SRSの技術では、非侵襲性レーザーの光を物質に当てた後、そこから反射される弱い光

信号を検知することができる。光信号の色のスペクトラムを詳しく分析することにより、

研究者はサンプルの化学的特性について多くのことが理解できる。 
 
 過去15年に亘り、ハーバード大学の化学及び化学生物学科博士Xiaoliang Sunney Xie氏
（本論文の上席著者）は、高速度な化学物質の画像技術を向上させてきた。弱いラーマン

信号を10,000倍超に増幅させることにより、今では生体組織や他の物質の多色SRS画像の

作成が可能である。本チームは、1秒毎に30枚の新たな画像を作成することまで可能であ

る。これは、リアルタイムで組織の映像を撮るのに必要な速度である。 
 

化学及び化学生物学科のMallinckrodt研究所教授であるXie氏は、こう述べる。「これ

らの種類の腫瘍を検知し除去するには、生体検査が最も基準になるものであった。しかし、

本研究の技術はリアルタイムという点から、より優れていると我々は考える。今や外科医

は検体を取得し、組織を凍結して染色するというステップを全て省略できる。本技術によ

り、それを全て生体内で行うことが可能なのだ。」 
 
脳の極小構造を見る 

化学者、神経外科医、病理学者など、様々な分野の専門家から成るチームが、ツールの

開発及び試験を行った。新たな論文は、腫瘍の「境界」、つまり腫瘍細胞が正常な細胞の

中に浸潤している境界領域を見るために、初めてSRS顕微鏡が生きた組織の中で用いられ

た。そこは外科医にとって、手術するのが最も難しい部分である。腫瘍が重要な機能を持

つ領域に侵入しているときは特に難しい部分となる。 
 
 本論文の画像が示すように、本技術は、腫瘍の濃密度細胞構造と正常で健康な灰白質･

白質が発する信号の違いを検知することによって、脳腫瘍と正常な組織を卓越した精度で

区別できる。 
 

著者が示唆することによると、SRS顕微鏡は腫瘍検知において、H&E染色と呼ばれる近

年脳腫瘍の診断で用いられるアプローチと同様の正確性があるという。 
 

本論文には、H&E染色とSRS顕微鏡を直接対抗させた試験のデータも掲載している。脳

組織の研究と腫瘍細胞の染色においてトレーニングを受けた3名の外科病理医は、どの画

像についてもほぼ同じレベルの正確度であると判定した。しかしH&E染色とは違って、

SRS顕微鏡はリアルタイムで行われ、さらに細胞の染色、除去、処理も必要ない。 

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1100, 2013.10.21

30

http://bernstein.harvard.edu/


 
次なるステップ：より小さなレーザー、臨床試験 

 現在のSRS顕微鏡システムは手術室で使用するには、まだ小ささや安定性が十分ではな

い。本チームは、Xie氏のグループメンバーによって設立され、安価な光ファイバーの部

品を通してSRSを行えるレーザーの開発を行っているベンチャー企業Invenio Imaging 
Inc.と提携している。また、AdvancedMEMS Inc.と共に画像用プローブのサイズを小型

化する研究を行っている。 
 
 U-Mの同意を得た脳腫瘍患者から除去した組織を検査するための検証研究は、来年にな

り次第開始する。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 広報部 室井 紗織） 

この画像は、SRS 顕微鏡（左）と、従来の H&E 染色でイメージングした脳の同じ領域を示し
ている。H&E 染色は、現在組織レベルで脳腫瘍を診断するのに使用されている。本研究によ
ると、SRS 顕微鏡は医師が腫瘍を見る上で H&E 染色と同様の正確度である。そして組織を除
去したり患者に染料を注入する必要もない。 
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出典：本資料は、ミシガン大学ヘルスシステムの以下の記事を翻訳したものである。 
“New laser-based tool could dramatically improve the accuracy of brain tumor surgery, 
researchers show” 
http://www.uofmhealth.org/news/archive/201309/new-laser-based-tool-could-dramatica
lly-improve-accuracy 
 
Used with Permission of University of Michigan health System  
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(1100-10) 
【新エネルギー分野（燃料電池・水素）】 

 
仮訳 
 

ナノ結晶触媒が不純水素を電気に変える(米国)  
 
 

ブルックヘブン国立研究所の科学者が、燃料電池について一酸化炭素に耐性のある新しい

コアシェル触媒を創り出すための単純で「環境に優しい」プロセスを用い、無公害車にと

って新たな安価な道を開く。 

 

2013 年 9 月 18 日 

 
ニューヨーク州、アプトン―未来のクリーンな燃料として、水素を利用するための探求

は、化学反応を促進するナノスケールの仕掛けである、完全な触媒を必要とする。科学者

は、反応性、耐久性及び商業ベースの合成において最適なバランスを実現するために、原

子構造を微調整しなければならない。今、新たな触媒の最前線で、科学者は天然ガス由来

の水素の有毒不純物である一酸化炭素(CO)に耐性のあるナノ粒子触媒を追い求めている。

この不純燃料は、水から製造される純粋な水素に較べ 40%安価であるが、ほとんど利用さ

れていない。 

 
ブルックヘブン国立研究所の科学者である Radoslav Adzic 氏、Vyacheslav Volkov 氏、Lijun Wu 氏(後方)、 
Wei An 氏、Jia Wang 氏、Dong Su 氏(前方)。 
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今回、米国エネルギー省(DOE)ブルックヘブン国立研究所の科学者が、Nature 
Communications 誌に、2013 年 9 月 18 日にオンライン発表された研究において、これら

全ての要求を満たす高性能なナノ触媒を創り上げた。この新しいコアシェル構造は、プラ

チナで覆われたルテニウムで、電気自動車用燃料電池や類似の技術の中心となるエネルギ

ー反応を促進しつつ、CO からの被毒に耐性がある。 
 
 「これらのナノ粒子は、ルテニウム、プラチ

ナ共に完全な原子配列を示しており、以前に

CO 耐性のある触媒を不活性化した構造的な欠

陥を克服しています。」と語るのは、研究の共

同執筆者でブルックヘブン国立研究所の化学者

である Jia Wang 氏である。「我々の高度に拡

張可能な「環境に優しい」合成方法が、原子ス

ケールの画像技術で明らかになったように、触

媒にとって新たな興奮に満ちた可能性と持続可

能性を開きます。」 
 
原子的な完全性を有した結晶を製造 

 
 燃料電池中の触媒は、水素分子の固有エネルギーを引き出し、それを電気に変換する。

プラチナは純粋な水素燃料では極めてよく機能するが、高価かつ希少金属であるため、広

く普及しない。しかし、プラチナ原子の薄膜で安価な金属を覆うことで 科学者はコスト

ダウンしながら、優れた性能のパラメーターを有したコアシェル構造を創り出し、反応度

を保持することを可能にした。 
 
 天然ガスから生じる水素中の不純物の CO は、科学者にもう 1 つの課題を提起した。大

部分のプラチナ触媒を不活性化させるのである。ルテニウムは、プラチナより安価であり、

CO 耐性を促進するが、燃料電池のスタート時やシャットダウン時に溶解する傾向があり、

徐々に性能減衰を引き起こす。 
 
 「僅か 1 つか、2 つの原子による薄膜の完全なプラチナシェルで、ルテニウムコアを溶

解から保護することに着手しました。」と Wang 氏。「以前の表面科学研究が、このコア

シェル形状における表面特性の注目すべき多様性を明らかにしました。すなわち、詳細な

コントロールを用いて仕上げる必要性と機会を示しています。」 
 
 以前に合成されたナノ粒子は、ルテニウムの弱体化した結晶構造を示していたため、高

度に配列したルテニウムコアに、プラチナシェルでも可能かどうかについては、疑念があ

った。 

「我々の高度に拡張可能な「環境

に優しい」合成方法が、原子スケ

ールの画像技術で明らかになった

ように、触媒にとって新たな興奮

に満ちた可能性と持続可能性を開

きます。」 
 
－ブルックヘブン国立研究所の化学者 

Jia Wang 氏 
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「幸運にも、ルテニウム構造の損失は欠陥

を媒介する層間拡散によるもので、回避で

きることがわかりました。」と Wang 氏は

言った。「プラチナで覆う前にルテニウム

のナノ粒子中のどのような格子欠陥をも取

り除くことにより、各元素の極めて重要な

個別の原子構造を保持しました。」 
 
 拡張可能で安価な合成法は、一般的かつ

安価な溶剤であるエタノールを、ナノ粒子

のコアやシェルを製造する還元剤として用

いる。この洗練されたプロセスは、他の有

機剤や金属型板を必要としない。 
 
 「単純に溶液の温度、水分量及び酸度を調整することで、完全にプロセスのコントロー

ルができ、際立ってルテニウムナノ粒子の大きさに差がなくなり、均一なプラチナコーテ

ィングが可能になりました。」と語るのは、ブルックヘブン国立研究所の化学者で、本研

究のもう一人の共同執筆者である Radoslav Adzic 氏である。「この単純さが、高い再現

性と規模拡大性をもたらし、我々の方法の商業化の可能性をはっきりと示してくれます。」 
 
コアシェルの特性 

 
「私たちは、原子構造の詳細を明らかにするため、完成した触媒をこの研究所の他の施

設に持って行きました。」と Wang 氏。「世界レベルの専門家や機材がすぐ隣にある場所

で働いている場合にだけ、このような迅速な共同研究が可能なのです。」 
 
 ブルックヘブン国立研究所の国立シンクロトロンライトソース(NSLS)の科学者は、個々

の原子の相互作用後に、高周波光が散乱し、屈曲する場所で、X 線回折と呼ばれる技術を

用い、ナノ触媒の金属の原子密度、分布、均一性を明らかにした。また、共同研究では、

異なるナノメートル以下の原子パターンを正確に特定するために、ブルックヘブン国立研

究所の機能ナノ材料センター(CFN)の走査型透過電子顕微鏡(STEM)を使用した。この機器

を使って、電子の集束ビームを粒子に照射し、コアとシェル両方の構造マップを創り上げ

た。 
 
 「私たちは、分子がコアシェル境界で混じり合わないことを発見しました。これは重要

な進歩です。」と共同執筆者で STEM の専門家である CFN の物理学者 Dong Su 氏は語

った。「正しい理論モデルに加え、各分子の原子配列が、新しいナノ触媒がどのように、

 
密度汎関数理論で最適化されたコンピューターモデル

が、高画質の走査型透過電子顕微鏡(STEM)画像(白点)の
上に重ねられた。ルテニウムは、コアで ABAB の積層順

序(青点)で構造を保持し、プラチナシェルが異なる

ABCABC の積層順序に転換する。 
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そして何故マジックのように機能するのかを教えてくれました。」 
 
 また、コアとシェルにとって理想の機能形状を決めるには、CFN の計算科学の専門性を

利用する必要があった。密度汎関数理論(DFT)計算をコンピュータを使って行い、最もエ

ネルギー的に安定したプラチナ－ルテニウム構造を特定した。 
 
 「DFT 分析は性能と形状の間を繋ぎ、X 線回折と電子顕微鏡からの直接観察に確証を与

えてくれます。」と Adzic 氏は語った。 
 
発見を普及へ 

 
 燃料電池製造を専業とする Ballard Power Systems 社は、自主的に新しいコアシェル・

ナノ触媒の性能を評価した。純粋な水素での低プラチナ触媒の高活性試験の域を越えて、

Ballard 社は、特に不純水素ガス中の CO への耐性と、（燃料電池の）スタート／シャッ

トダウンのサイクル時における溶解耐性を調査した。2 層のナノ触媒は高い耐久性を示し、

CO 耐性を高めた－すなわち、この組み合わせが大きな効率性の損失や触媒コストの増加

なしに、不純水素の使用を可能する。 
 
 また、ナノ触媒が、水素発生反応による水素生産においてよく機能することが、別の産

業協力に結びついている。水から水素を分離したり、他の類似のプロセスを専門とする

Proton Onsite 社は、水の電解装置の製造で本技術を活用するための実現可能性試験を完

了した。その結果、プラチナ使用量は約 98%少なくて済むことになるだろう。 
 
 「水の電解装置は既に市場に出回っているので、このナノ触媒はすぐに普及できます。」

と Wang 氏。「今後数年のうちに水素燃料電池電気自動車が本格展開されれば、この新し

い触媒構造は金属触媒と燃料の両面でコストを引き下げるための開発が加速されるでしょ

う。」 
 
ブルックヘブン国立研究所の機能ナノ材料センター(CFN) は、DOE 傘下の、ナノスケー

ルの学術的研究を実施する国立のユーザ施設である 5 つのナノスケール科学研究センター

(the Nanoscale Science Research Centers: NSRCs)の 1 つである。NSRCs は、一連の相

補的な施設により構成されており、これらの施設は研究者に対して、ナノスケール材料の

加工、処理、特性評価、モデル化を実施するための最先端の機能を提供しており、国家ナ

ノテクロジーイニシアティブ(National Nanotechnology Initiative : NNI)のうちの最大規

模のインフラ投資を受けている。NSRCs はそれぞれ 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、ロスアラモス国立研究所に拠点を置

く。DOE の NSRCs に関する詳しい情報は http://nano.energy.gov を参照のこと。 
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国立シンクロトロンライトソース(NSLS)は、物理学、化学、薬学、地質物理学、環境、

材料科学における基礎及び応用研究のために赤外線、紫外線、X 線の強力ビームを提供す

る。DOE の基礎エネルギー科学局(Office of Basic Energy Sciences)傘下の NSLS は、世

界で最も広く利用されている科学施設の１つである。詳しくはウェブサイト

www.nsls.bnl.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

http://science.energy.gov/を参照のこと。 
 
関連リンク 
科学論文：Ordered bilayer ruthenium-platinum core-shell nanoparticles as carbon 
monoxide-tolerant fuel cell catalysts 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 広報部 勝本 智子） 
 
 
出典：本資料はブルックヘブン国立研究所の以下の記事を翻訳したものである。 
“Nanocrystal Catalyst Transforms Impure Hydrogen into Electricity” 
http://www.bnl.gov/newsroom/news.php?a=11575 
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(1100-11) 
【電子・情報通信分野(電子デバイス/家電)】  

 
仮訳 
 

真に白色の有機ELの実現に向かって(米国） 

ユタ大学の物理学者が色調整可能なポリマーを開発 

2013 年 9 月 13 日 
 
 
 米・ユタ大学の物理学者らは、有機半導体に白金原子を入れることで、プラスチックの

様なポリマーを「調整」して様々な色を発光できるようにした。これは将来の電球に利用

できる、より効率的で、より安価な真に白色の有機 EL の実現化に向けた一歩となる。 
 
 「この新しい白金を豊富に含むポリマーは、白色の有機 EL やより効率的な新タイプの

太陽電池への利用が期待できるものです。」と Scientific Reports オンライン版に論文が掲

載された本ポリマー研究を率いた同大学の物理学者である Z. Valy Vardeny 氏は言う。 
 
 既存の白色電球には LEDs、つまり発光ダイオード (light-emitting diodes: LEDs)が、

また電話機のディスプレーには有機 EL (organic light-emitting diodes: organic LEDs 又

は OLEDs)が利用されている。しかし、どちらも真に白色の LEDs ではなく、それぞれが

異なる色を発光する様々な材料から作られる LEDs を用いて、それらの発光色を組み合わ

せたり、変換したりして白色光を作っていると Vardeny 氏は説明する。 
 
 Vardeny 氏と同僚研究者らは、今回の新研究において、鎖状の有機ポリマーに様々な間

隔で金属白金原子を挿入して発光色を調整する方法について報告している。これは一種類

のポリマーから発する多くの色によって生成される、真に白色の有機 EL 実現化への一歩

となるものだ。 
 
 最近の携帯電話で利用されている既存の白色有機 EL ディスプレーでは、様々な色を発

光する異種類のポリマーを組み合わせて用いており、赤色、緑色そして青色(RGB)のピク

セルを配列させて白色光を作っている、と著名な物理学者である Vardeny 氏は述べ、次

のように続ける。「この新しいポリマーは、全ての色を同時に有しているため、小さなピク

セルやその製作のための複雑なプロセスが不要なのです。」 
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「このポリマーは、青色と赤色のスペクトルの範囲で発光し、調整により全可視スペクト

ルを網羅できます。」と同氏は言い添える。「そのため、一般的な電球に取って代わると言

われている白色有機 EL のアクティブ層として機能します。」 
 
 Vardeny 氏によれば、この新しいポリマーは、より効率的にポリマーが太陽光を電気エ

ネルギーに変換するのを白金が促進させる新しいタイプの太陽電池で利用することも可能

だという。また、白金を豊富に含むポリマーであることから、研究者らが電子の「スピン」、

つまり固有角運動量に蓄積された情報を「読む」ことができるようになるため、この新し

いポリマーは、コンピュータのメモリとして利用できる可能性もある。 
 

 

 

有機 EL 未満 

 
 この新研究では、研究者らは白金を豊富に含有する新しいポリマーを開発し、様々な光

学的手法を用いてそれらの特性を明確化し、光の刺激によってどのように発光するかを示

した。 
 
 このポリマーは光による刺激を受けて発光するため、完全な有機 EL ではない。有機 EL
とは、電流による刺激を受けて発光するポリマーを指す。 
 
 「私たちは、このポリマーで有機 EL を完成させたわけではありません。この研究論文

では、私たちが一種類のポリマーから多色の発光を同時に得られたことを明らかにしてい

るのです。」と Vardeny 氏は説明するが、これにより単一ピクセルが白色に発光する有機

EL の開発の可能性が現れたのだ。 
 
 
 
 

（Ctrl+クリックで写真を拡大） 

ユタ大学の物理学者、Z. Valy Vardeny 氏は、手袋が取り付けられた透明な密閉容器

中で、清潔な環境下発光ポリマーの研究を実施している。同氏とその同僚研究者ら

は有機半導体に白金原子を挿入し、様々な色に発光するよう「調整」可能なポリマ

ー材料を作った。これは、真に白色を発し将来電球で利用できる新たな有機

EL(OLED)開発の一歩となる。 

写真提供: Lee J. Siegel, University of Utah 
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 同氏は、光による刺激で白色発光するよう調整した「白金リッチのπ共役ポリマー」の

開発まであと 1 年ほど、また白色発光の有機 EL 開発まであと 2 年ほどかかると予想して

いる。 
 
 「このプロジェクトは、一般的な白色(白熱)電球の代替を目指す、米エネルギー省

(Department of Energy)の支援を受けています。」と同氏は言う。 
 
 ユタ大学は、米ロスアラモス国立研究所と共同で本研究を実施した。本研究への追加的

資金は、米国立科学財団の Materials Research Science and Engineering Center 
(MRSEC) プログラム（ユタ大学内）、中国国家自然科学基金および中国の Fundamental 
Research Funds for the Central Universities が提供した。 

 

 

 

白金を利用してポリマーの発光色を調整 

 
 1960 年代に登場した初期の LEDs では、色の生成に無機半導体を使用していた。有機

EL (organic LEDs 又は OLEDs) は、最近の携帯電話やデジカメのディスプレー、ビッグ

スクリーンテレビの多くで利用される「プラスチック」の半導体である有機ポリマーによ

り発光する。 
 
 現在の白色 LEDs の光は、本当の意味で白色ではない。白色とは全色のスペクトルを組

み合わせた結果としてできるのであり、携帯電話ディスプレーで多く観られるように、

RGB から構成される LEDs ではそれらを組み合わせることで白色を作る。その他の「白

色」と言われる LEDs では、青色 LEDs を使用して青色発光の一部を黄色に「ダウンコン

バート(周波数を低くする変換)」してから青色と黄色を混ぜて白色に見える光を作る。 
 
 白金をドーピングしたこの新しいポリマーは、白色の有機 EL 開発に期待できるものだ

が、現在開発中の他の有機 EL に比べてより多くのエネルギーを光に変換することができ

るものだと Vardeny 氏はいう。これは、ポリマーに白金を添加することで、ポリマー分子

中に蓄積されたエネルギーへのアクセスがより容易になるからだ。 
 

ポリマーには、次のような 2 種類の電子状態がある。 
 

 まず、光や電気による刺激を受けて高エネルギーの蛍光性の青色光を発する「一重項

(singlet)」状態である。現在までのところ有機 EL の光はこの状態のみから得られ、エネ

ルギーの 25%しか光に変換していない。これは白熱電球に比べて優れてはいるものの、完 
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璧ではない。 
 
 次に、理論的にはより低エネルギーのリン光性の赤色光を発するとされるが、それがま

ず起こることがなく、通常は利用できない「三重項(triplet)」状態では、ポリマー中に入

る電気エネルギーの 75%が光への変換に利用されないままとなっている。 
 
 「一般的な分子に重い原子を挿入すると、三重項状態が利用できるようになり、光の刺

激を受けて発光するようになる」ということは周知の事実であったため、Vardeny 氏を始

め彼の同僚研究者らは白金原子をポリマーに添加することを決定したと、同氏は言う。 
 
 白色有機 EL は、理想的には真に白色の光を発するのみでなく、蛍光とリン光の両方を

使うとされるため、はるかにエネルギー効率が高くなると、同氏は言い添える。 
 
 

 
 
 
 研究者らは本研究において、同種のポリマーで 2 タイプを用意した。一つ目のタイプは

鎖状の半導体ポリマー全ユニット、つまりその全結合部に白金原子を持つ Pt-1 で、これは

紫色と黄色の光を放つ。二つ目のタイプである Pt-3 は、3 結合部ごとに白金原子を持つも

ので、青色と橙色の光を放つ。 
 
 研究者らはポリマー中の白金原子量を変えることで、蛍光とリン光の発光を作成・調整

し、ある色の他の色に対する相対強度を調整することに成功した。 
 
 「ここでの新発見は、ポリマー中の白金原子の量を変化させることで、ポリマーが発す

る光の色やこれらの色の相対強度を調整することができるようになったことです。」と

Vardeny 氏は述べ、こう続ける。「私たちが最終的に目指しているのは、様々な白金量を

有するポリマーのユニットを組み合わせ、全スペクトルを容易に網羅して白色光を作るこ

とです。」 
 
 

（Ctrl+クリックで写真を拡大） 

白金を多く含有する黄色のポリマーPt-1 のサンプルは、ユタ大学物理学実験室でレーザ

ービームを照射し発光する。ポリマーが広範囲スペクトルの紫色と黄色を組み合わせて発

光するため、光は白く見える。数種のポリマーは、より高効率な将来の LED 電球で白色

を発する新世代の有機 EL(OLED)での利用に期待される。 

写真提供: Tek Basel, University of Utah 
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 Vardeny 氏は、ユタ大学の前ポスドク研究者である Chuanxiang Sheng 氏(現在は中国、

南京理工大学在籍)、米ロスアラモス研究所の Sergei Tretiak 氏、ユタ大学院生の Sanjeev 
Singh 氏、、Alessio Gambetta 氏、Tomer Drori 氏、および Minghong Tong 氏と共同で本

研究を実施した。 同氏は化学者である Leonard Wojcik 氏に白金を含有するポリマーの合

成を依頼した。 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 広報部 松田 典子） 
 
 
出典：本資料は、米国・ユタ大学 (University of Utah)の以下の記事を翻訳したものであ

る。 
“Toward a Truly White Organic LED    
Utah Physicists Develop Polymer with Tunable Colors” 
（http://unews.utah.edu/news_releases/toward-a-truly-white-organic-led/）   
(Used with Permission of the University of Utah) 
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(1100-12) 
 
【電子･情報通信分野(電子デバイス/家電)】 
 
仮訳 

 
新タイプの紫外線LEDがポータブルで低コストのデバイスを 

もたらすことを期待（米国） 
商業用途に適した正確な周波数で明るく光り輝く 

 
【2013 年 9 月 9 日／オハイオ州コロンバス】紫外線（UV）の商業的利用は増加しており、

現在オハイオ州立大学にて開発中の新タイプの LED によって、この技術の利用がよりポ

ータブルで低コストなものとなる。 
 
 この特許出願中の LED は、今日の商業利用可能な紫外線 LED に比べてのより正確な紫

外線波長を生成する。そして、正確な紫外線波長を生成する他の実験的方法に比べ、はる

かに低い電圧で作動し、よりコンパクト化である。 
 

本 LED は、化学物質の検出や消毒、紫外線治療に役に

立つ可能性がある。さらに著しく開発が進めば、いずれ目

の手術やコンピューターチップ製造用の紫外線レーザー源

になるかもしれない。 
 

学術誌『Applied Physics Letters』にて、オハイオ州立

大のエンジニアは、希土類元素であるガドリニウムでドー

ピングした半導体ナノワイヤーから LED を製作する方法

について述べている。 
 
 独自の設計によって、ナノワイヤーに電気を通すことで

希土類金属を励起させることが可能となったと語るのは、研究共著者でオハイオ州立大学

の材料科学・工学の准教授 Roberto Myers 氏である。しかし、彼のチームは紫外線 LED
の製作には着手しなかった。 
 
 Myers 氏はこう語る。「我々が知る限り、LED の中にあるガドリニウムを通して電子を

送った者は今まで誰もいなかった。我々はただ何が起こるか見たかっただけだ。」 
 
 博士課程の学生である Thomas Kent 氏と Santino Carnevale 氏が実験室でガドリニウ

ムを含有する LED を作成し始めたとき、彼らが開発を支援した別の特許申請中のナノワ

Roberto Myers 氏 
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イヤーLED を生成する技術を活用した。シリコンウェハー上に、ワイヤーの分極化や LED
が発する光の波長、つまり色を調整するため、ワイヤー構造を形成した。 
 
 ガドリニウムが選ばれたのは、優れた紫外

線 LED を作るためではなく、窒化ガドリニ

ウムと呼ばれる、彼らが研究していた新材料

の基礎特性を調べるための簡単な実験をする

ためであった。この当初の実験過程で、ガド

リニウム元素の特徴的な鋭い輝線が電流で制

御できることに Kent 氏は気づいた。 
 
 元素は、励起されると異なった波長の蛍光を発する。そしてガドリニウムは、人間には

可視外の非常に正確な紫外線波長で、極めて強く蛍光を発する。ガドリニウムをドーピン

グしたワイヤーはそれぞれ特有の紫外線の周波数で強く発光することが判った。 
 
 発光させるためにいろんな材料を励起することは今に始まったことではないが、紫外線

を放つ材料を励起させるのは、より困難である。ガドリニウムの発光を電気的に制御でき

る他のデバイスで唯一報告されているものは、作動するのに 250 ボルト超が必要とされて

いた。オハイオのチームが、ナノワイヤーLED 構造では、ほんの 10 ボルト前後のはるか

に低い作動電圧で、同じ結果をもたらすことを発見した。高電圧のデバイスは、コンパク

ト化が困難であるため、ナノワイヤーLED はポータブルな機器として魅力的なものとなる。 
 
 「他のデバイスは、旧型テレビのブラウン管のように、電子を真空から放出して電子を

加速させるため、高電圧が必要となる。高エネルギーの電子がガドリニウム原子にぶつか

り、そしてガドリニウム原子がエネルギーを吸収し、紫外線としてそれを再放射する。」と、

Myers 氏は説明する。 
 

「LED 構造のおかげで、我々のデバイスは極めて低い電圧で正確に作動するのだと思う。

構造内では、ガドリニウムが LED の中央に設置され、まさにそこで電子がエネルギーを

失っている。ガドリニウム原子は励起して同じ紫外線を発するが、デバイスが必要とする

電圧はわずか 10 ボルト前後となる。」 
 
 本 LED は特有の波長で光を発するため、波長の出所（根拠）を明らかにすることが必

要な研究用の分光用途にとって便利である。そしてわずか 10 ボルトしか必要としないた

め、持ち運びをする機器において実用的である。 
 
 同技術は、もしかしたら紫外線ダイオードレーザーの生成に用いられるかもしれない。

現在、強力なガスレーザーが、高度な電子機器製造から目の手術まで応用できる紫外線波

                  
 

 “LED 構造のおかげで、 

我々のデバイスは 

極めて低い電圧で 

正確に作動するのだと思う。” 
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長のレーザーを生成するために用いられている。いわゆるエキシマレーザーには有害なガ

スが含まれており、高電圧で作動するため、固体レーザーはより低い電圧の、そして毒性

のない代替物として研究されている。 
 

コストについては、チームは、安価で産業で用いるのに容易に拡大できる標準的なシリ

コンウェハー上に LED を生成してゆくと、Kent 氏は指摘した。 
 
 「安価な基材を用いるのは良いことだ。それによってナノワイヤー製造のコストとのバ

ランスが取れる。」と、同氏は語る。 
 
 チームは現在、紫外線 LED の効率を最大化する研究を行っており、同大学の Technology 
Commercialization and Knowledge Transfer Office は産業界に対して、特別にドーピン

グしたナノワイヤーの生成法のみならず設計についてもライセンスを許可する予定である。 
 
 この研究は、国立科学財団（NSF）及び NSF に資金提供された Materials Research 
Science and Engineering Centers のネットワークの 1 つであるオハイオ州立大学の

Center for Emergent Materials によって支援を受けた。 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 広報部 室井 紗織） 
 
 
出典：本資料は、オハイオ州立大学の以下の記事を翻訳したものである。 
“New Kind of Ultraviolet LED could Lead to Portable, Low-Cost Devices” 
http://researchnews.osu.edu/archive/rareearthled.htm 
Used with Permission of the Ohio State University 
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研究者たちは様々な光電導特性を持つナノ構造を製造し

た。 

(1100-13) 
【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)】 
【新エネルギー分野（太陽光発電）】 
 
仮訳 

 
 

ペンシルベニア大学の科学者たちが 
光からエネルギーを生産する新たな方法を実証(米国) 

 
連絡先：Katherine Unger Baillie 氏| kbaillie@upenn.edu | 215-898-9194 
2013 年 9 月 9 日 
 
 
 ペンシルベニア大学の研究者たち

は、光からエネルギーを抽出する新

たなメカニズムの実証を行い、これ

により太陽エネルギーから電気を生

産する技術の改善、通信に利用され

る光電子デバイスのさらなる効率化

が可能であることを実証した。 
 
 ペンシルベニア大学の研究副責任

者 、 お よ び 同 大 School of 
Engineering and Applied 
Science(工学・応用科学学部) で Materials Science and Engineering(材料科学・工学)
の Trustee Professor も務める Dawn Bonnell 氏が、博士課程の学生 David Conklin
氏と共に研究を行った。この研究には、同大に設置されている Nano/Bio Interface 
Center を通じて他の研究者も参加協力しており、さらにデューク大学 Michael J. 
Therien 研究グループとの協力関係も得られた。 
 

「このプロセスが従来の光電導よりも効率的であることが分かり、興奮しています。」

と Bonnell 氏は言う。「こうしたアプローチを用いることで、太陽エネルギーをより抽

出し易くし、光電子デバイスを改善していくことができます。」 
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Dawn Bonnell 氏 

 当該研究の内容は ACS Nano 誌に掲載され、この日インディアナポリスで行われた

国際会議(American Chemical Society National Meeting and Exhibition)の記者会見

で取り上げられた。 
 
 この新しい研究ではプラズモンナノ構造

を持つ材料のうち、特に金粒子、および感光

性を有するポリフィリン分子で構成される、

正確な大きさと配列で特定のパターンを持

った材料に重点を置いている。プラズモン、

つまり電子の集団振動がこのシステムの中

で光照射によって励起され、金粒子の大きさ

や配置、及び周辺環境の電子特性によって決

定されたパターン内部を電流が流れる。 
 
 こうした材料によって光の拡散を促進す

ることが可能となり、例えば太陽電池の光吸

収の向上等、幅広い工学的応用にメリットを

もたらす可能性がある。 
 
 2010 年、Bonnell 氏と同僚たちは分子間に電流を誘導、放出するプラズモンナノ構

造の生成に関する論文を ACS Nano 誌に発表した。いくつかのケースにおいて、彼ら

は Bonnell 氏のグループが開発した強誘電体ナノリソグラフィーとして知られる技術

を用いて金ナノ粒子配列を作成している。 
 
 その発見が大きな影響力をもつ可能性はあったが、科学者たちは光照射から電流への

変換が改善された原因が励起されたプラズモンによって生成された「ホットエレクトロ

ン」にあることを証明できなかった。ポリフィリン分子自体が励起されているか、ある

いは電界によって入射光が収束されている等、別の可能性も考えられたためである。 
 
 「私たちは、プラズモンが高エネルギー状態に励起された材料から電子を捕獲できる

はずであると仮説をたてました。」と Bonnell 氏は言う。「それが可能になれば、回路部

品や太陽エネルギー抽出といった分子エレクトロニクスのデバイスに応用できます。」 
 
 プラズモン誘導電流のメカニズムを調べるために、研究者たちは金ナノ粒子の大きさ、

ポリフィリン分子の大きさ、及びこれらの構成要素の間隔を変化させることにより、プ

ラズモンナノ構造の構成に体系的な変化を持たせた。そして、光電流の強化をもたらす 
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理由がプラズモンから捕獲されたホットエレクトロンにだけあると分かるように他の

可能性を除外した特定の構造を設計した。 
 
 「測定結果では、私たちのプロセスの効率性は一般的な光励起の 3~10 倍に向上する

ことが分かりました。」と Bonnell 氏は言う。「私たちがシステムを最適化する以前の数

値です。つまり、原理的にはさらなる効率性も考えられるということです。」 
 
 このプラズモン誘導によるホットエレクトロンの捕獲プロセスを導入したデバイス

は、ナノ粒子の大きさや間隔を変えることでプラズモンが反応する光の周波数を変化さ

せ、その特性をカスタマイズすることができる。 
 
 
 「ノートパソコンに塗った塗料が太陽電池のように機能し、太陽光だけでパソコンを

起動できる様子をイメージしてみてください。」と Bonnell 氏は言う。「こうした材料は

通信デバイスの改善を可能にし、また効率的な分子回路の一部となるでしょう。」 
 
 ペンシルベニア大学の研究チームには、工学部 Department of Materials Science 
and Engineering の Bonnell 氏、Conklin 氏、Sanjini Nanayakkara 氏、Xi Chen 氏、

School of Arts and Sciences’ Department of Chemistry の Tae-Hong Park 氏が参加し

た。この他に、共著者としてチューリッヒ工科大学の Marie F. Lagadec 氏、デューク

大学の Therien 氏と Joshua T. Stecher 氏が参加している。 
 
 この研究は米国エネルギー省と全米科学財団からの支援を受けて行われたものであ

る。 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 広報部 望月 麻衣） 
 
 
出典：本資料は、ペンシルベニア大学の以下の記事を翻訳したものである。 

“Penn Scientists Demonstrate New Method for Harvesting Energy from Light” 
http://www.upenn.edu/pennnews/news/penn-scientists-demonstrate-new-method-h
arvesting-energy-light 
Used with Permission of University of Pennsylvania 
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