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(1101-1) 
 
【新エネルギー分野（バイオマス）】 
 
仮訳 

 
改良した酵母の力で廃棄物由来のバイオ燃料生成を効率化（ベルギー） 
 
2013 年 8 月 29 日 
 輸送部門で消費されている石油の大部分を、長期

的に再生可能エネルギーに置き換える必要がある。

従って、再生可能な原料によるバイオ燃料生産を最

適化することは、経済的にも環境的にも最も重要で

ある。VIB（ベルギー・フランダース生命科学研究

所）の研究者は KU Leuven（ルーヴァン・カトリ

ック大学）と協力し、前例のない効率で廃棄物から

バイオエタノールを生成する酵母菌株を開発した。

その結果、この急成長を遂げる業界において、同酵

母菌株は世界的規模で重要な地位を占めることとな

った。 
 

Johan Thevelein 氏（VIB/KU Leuven）は次のよ

うに語る。「我々の新たな酵母菌株は、良い時期に発

見された。なぜなら、第 2 世代のバイオ燃料を扱う産業全体が、現在かなり採算の合うも

のになりつつあるからだ。我々は発酵の効率を上げ続けるために、酵母菌株をさらに改善

に向け、全力を挙げて研究している。そしてこのようにすることで、急成長を遂げるバイ

オ産業部門におけるリーダーとしての地位をさらに強化したいと考えている。」 
 
輸送部門のエネルギー消費 
 廃水流や収穫後の廃棄物（例：わら、小麦フスマ、トウモロコシの皮や茎）、そして木材

（廃棄物）を原料とするバイオエタノール生産は、輸送部門（道路輸送及び航空輸送）の

燃料生産において、最も環境を破壊せず、気候に優しい技術の 1 つであると一般的には見

なされている。フランダース地方（ベルギー）で消費されるエネルギーの 10%超が、輸送

部門によるものである。2011 年、再生可能エネルギーの割合はわずか 4%であり、主なエ

ネルギー源はバイオディーゼル（86%）、続いてバイオエタノール（12%）、そしてグリー

ン電力（2%）となる。今後、再生可能エネルギーの割合が最低でも 2020 年までに 10%と

いう目標値に達するため、さらに増加させなければならない。 
 

Johan Thevelein 氏 
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廃棄物の中のすべての糖を分解 
 酵母菌は、廃水流からバイオエタノールを生産する中で使用される。最近まで、効率的

なバイオエタノール生産を達成するには、多くの大きな障壁があった。その 1 つは、バイ

オマスの中の全ての糖をエタノールに変換できる単一の酵母菌株はなかったという事実で

ある。特に、ペントース（単糖類の一種の五炭糖）は大きな問題を引き起こしていた。こ

こ数年、遺伝子操作をした酵母菌株がペントースも発酵可能にするという大きな進歩が遂

げられているが、これらの実験室株は工業発酵プロセスに完全に適していると証明された

わけではなかった。 
 
Mekonnen Demeke 氏と Johan Thevelein 氏（VIB/KU Leuven）が、現在は（既に）、こ

の障壁を取り除いている。遺伝子操作した酵母菌株によって非常に簡単にペントースの発

酵もでき、一方で同時に以前よりさらに菌株を強くすることでバイオエタノール生成に使

用される最良の工業用酵母菌株の DNA を変化させ、これを成し遂げた。また彼らの新た

な酵母菌株は、研究所外の現実的な条件においても、様々な種類のバイオマスをバイオエ

タノールへ効率的に素早く発酵できることが証明されている。前例のない効率でこれらの

酵母菌株が廃棄物からバイオエタノールを生成するため、産業界からのこの新たな株への

関心は大きい。 
 
公表文献 

Combining inhibitor tolerance and D-xylose fermentation in industrial Saccharomyces 
cerevisiae for efficient lignocellulose-based bioethanol production 
Demeke M Mekonnen, Dumortier Françoise, Li Yingying, Broeckx Tom, 
Foulquié-Moreno R María and Thevelein M Johan. 
Biotechnology for Biofuels, 2013 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 広報部 室井 紗織） 
 
 
出典：本資料は、VIB（ベルギー・フランダース生命科学研究所）の以下の記事を翻訳し

たものである。 
“More efficient production of biofuels from waste with the help of modified yeasts” 
http://www.vib.be/en/news/Pages/More%20efficient%20production%20of%20biofuels%
20from%20waste%20with%20the%20help%20of%20modified%20yeasts.aspx 
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(1101-2) 
 
【新エネルギー分野（太陽光発電）】 

 
仮訳 
 
 (集光型多接合)太陽電池で 44.7%の世界最高記録の変換効率を達成

(ドイツ)  
 

2013 年 9 月 23 日 
 

 
Fraunhofer Institute for Solar Energy 

Systems ISE（独：フラウンホーファー協

会太陽エネルギーシステム研究所：ISE）、

Soitec 社（仏：半導体メーカー）、CEA-Leti
（仏：原子力・代替エネルギー庁電子情

報技術研究所）、Helmholtz Center Berlin
（独：ヘルムホルツ協会ベルリン研究所）

が 本日、共同で 4 層のソーラーサブセル

を有する(4 接合の)新しい太陽電池構造を

用いて、太陽光の光電変換における世界

新記録を打ち立てたと発表した。僅か 3
年超で競争を突破し、世界レベルでのロ

ードマップに参入、集光倍率 297 倍で変

換効率記録 44.7％が計測された。このこ

とは、紫外線から赤外線まで太陽スペク

トラムエネルギーの 44.7%が電気エネル

ギーに変換されたことを意味する。これは太陽光発電のコストのさらなる削減に向けて

の大きなステップであり、引き続き変換効率 50%への道を開くことになる。 
 
遡ること 2013 年 5 月に、Fraunhofer ISE、Soitec 社、CEA-Leti、Helmholtz Center 

Berlin の独仏チームは、変換効率 43.6％の太陽電池を発表している。この成果を基に、

さらなる徹底的な研究活動と最適化の探求が、現在の変換効率 44.7％を導いた。 
 
これら太陽電池は、集光型太陽光発電(CPV)に使用されており、太陽光に恵まれた場所

での従来型太陽光発電所の変換効率の 2 倍以上を達成した技術を用いている。元々、宇

宙用から生まれたⅢ-Ⅴ族多接合太陽電池が、太陽光から電気への最高変換効率を実現す

 

集光型太陽光発電用のⅢ-Ⅴ族化合物半導体を

ベースにした 4 層のソーラーサブセルで構成

された 44.7％の世界最高効率の太陽電池

©Fraunhofer ISE 
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るために効果を発揮した。この多接合太陽電池は、異なるⅢ-Ⅴ族半導体材料でできた数

個のサブセルが積層されており、個々のサブセルが太陽スペクトラムの異なる波長帯を

吸収する。 
 

「この 4 接合太陽電池に 3 年間取り組んできたチームをとても誇りに思います。」と

語るのはフラウンホーファー協会 ISE の部門長で本開発事業のプロジェクト・リーダー

である Frank Dimroth 氏。「この 4 接合太陽電池には、この分野で長年に亘って集積し

た我々の専門知識が込められています。材料を改良し、構造を最適化するのに加え、ウ

ェハー接合技術と呼ぶ新しい手法が中心的な役割を果たしました。この技術を使い、2 つ

の半導体結晶を結合することができました。そうでなければ、高い結晶品質を保ちつつ、

互いの上に結晶を成長させることは不可能です。このようにして、高効率太陽電池を創

り出す最適な半導体の組み合わせを製造できます。」 
 
「4 ヶ月未満に１ポイント超も変換効率の水準を上げるというこの世界新記録は、

Soitec 社の接合技術と専門知識を利用した、我々の 4 接合太陽電池の設計が、非常に大

きな可能性を持っていることを示しています。」と Soitec 社の会長兼 CEO である

André-Jacques Auberton-Hervé 氏は語る。「我々の集光性太陽光発電システムの競争力

に大きく貢献する、さらに高い変換効率に向けてのロードマップがきっと加速されるで

しょう。この成果をとても誇りに思います。非常に成功した共同研究でした。」 
 
「この新記録値は、Soitec 社とフラウンホーファー協会 ISE の協力態勢の下で開発さ

れた半導体のダイレクトボンディング手法の信頼性を高めます。この新しい成果をとて

も誇りに思い、高度なⅢ-Ⅴ族半導体加工のソーラー技術に広い道が開けることを確信し

ます。」 
 
集光式モジュールは Soitec 社（Concentrix Solar という名で 2005 年に事業開始、フ

ラウンホーファー協会 ISE のスピンオフ企業）によって製造されている。この非常に効

率的な技術は全日射量に対して直達日射量の比率が高い、太陽光に恵まれた地域に位置

する太陽光発電プラントで採用されている。 
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集光倍率 297 倍、AM1.5d ASTM G173-03 太陽光において、

現在最高である 4 接合太陽電池の IV 特性。計測は

Fraunhofer ISE CalLab で行われた。©Fraunhofer ISE 
 

4 接合太陽電池の外部量子効率。計測は Fraunhofer ISE CalLab
で行われた。©Fraunhofer ISE 
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Fraunhofer ISE について 
 1,300 名のスタッフを擁し、フライベルグに拠点を置く Fraunhofer Institute for Solar 
Energy Systems ISE（フラウンホーファー協会太陽エネルギーシステム研究所）は、ヨ

ーロッパで最大規模の太陽エネルギー研究機関である。Fraunhofer ISE は持続可能で、

経済的かつ安全で、社会的に公正なエネルギー供給システムの向上に取り組んでいる。

エネルギーを効率的に供給するため、先進国、中進国及び発展途上国の環境的に健全な

基盤の上に、技術的な基礎を創り上げる。この目的を達成するために、協会は全部で 8
つの異なるビジネス領域、すなわち、エネルギー効率のよい建築物、応用光学及び機能

表面、太陽熱技術、シリコン太陽光発電、太陽光発電モジュール及びシステム、代替太

陽光発電技術、再生可能電力供給、水素技術において、材料、部品、システム、プロセ

スを開発する。また、Fraunhofer ISE は、数多くの認定試験施設を有する。より詳しく

は Fraunhofer ISE のウェブサイト(www.ise.fraunhofer.de)を参照のこと。 
 
 
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光発電が挙げられる。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 CEA(原子力・代替エネルギー庁)傘下の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)及び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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Helmholtz Zentrum Berlin について 

Helmholtz Zentrum Berlin（ホルムヘルツ協会ベルリン研究所：HZB)において、

Thomas Hannappel 教授の研究グループ(現在は Technical University Ilmenau と兼務)
により、電池技術の一部が開発された。HZB のエネルギー研究は、薄膜太陽光発電、ソ

ーラー燃料（太陽エネルギーを利用して製造される燃料）並びに電気化学的エネルギー

貯蔵、エネルギー変換効率の基礎研究に焦点を当てている。HZB は、エネルギー研究の

ための中性子源(BER II)と軟 X 線シンクロトロン放射光源(BESSY II)を提供する世界で

唯一のセンターである。両源は、年間 3,000 人以上のセンター外の海外ユーザーに利用

されている。BESSY II でのエネルギー研究のための献身的なユーザー・サービスと、特

に太陽光発電とソーラー燃料の材料研究での確固たる地位は、2015 年に事業を開始する

「Energy Materials In-Situ Laboratory：EMIL」の設立により強固なものとなるだろう。

技術移転は PVcomB によって保証されている。より詳しくは Helmholtz Zentrum Berlin
のウェブサイト(http://www.helmholtz-berlin.de)を参照のこと。 
 
 
 

 
翻訳：NEDO（担当 広報部 勝本 智子） 

 
 
出典：本資料はフラウンホーファー協会太陽エネルギーシステム研究所の以下の記事を

翻訳したものである。 
“World Record Solar Cell with 44.7% Efficiency” 
http://www.ise.fraunhofer.de/en/press-and-media/press-releases/presseinformationen
-2013/world-record-solar-cell-with-44.7-efficiency 
(Used with Permission of Fraunhofer ISE) 
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(1101-3) 
【電子･情報通信分野（電子デバイス/家電）】 
 
仮訳 

 
 

UCLA のエンジニアが、伸ばしたり折り曲げたりできる 
透明の電子ディスプレイを開発(米国) 
著者：Matthew Chin 氏 2013 年 9 月 23 日 

 

 
 
 電子ディスプレイが、部屋に光を取り込む窓ガラスやカーテンのように明るく、サイ

ズが 2 倍となったスマートフォンスクリーンがゴム同様に伸びることを想像できるだ

ろうか。しかも、それらは全て同一の材料からできている。 
  
 UCLA の Engineering and Applied Science(工学・応用科学部)Henry Samueli 校に

所属する研究者たちは、こうした想像を一度に実現させることのできる、透明かつ伸縮

性のあるデバイス、つまり有機 EL を開発した。有機 EL は、室温環境で何度でも伸ば

したり、折り曲げたり、捻ったりすることができ、その間も光を放ったまま元の形を維

持する。 
  
 有機EL技術は現在、多くのスマートフォン及び一部のテレビ画面に使用されている。

UCLA で新たに開発された超伸縮性を有する有機 EL 材料は、スマートフォンやその他

のパーソナル電子デバイス向けの、伸縮・拡張が可能な新しいスタイルのスクリーンや、

電子機器と一体化した衣服、壁紙のような照明、最小侵襲型の新たな医療ツール等、様々

な応用方法の実現につながる。 
 
 「私たちが開発した新材料が、優れた伸縮性を有するカスタマーデバイス向け電子機

器の基礎構成要素になります。」と、当該研究の責任者を務める UCLA 物質科学工学の

Qibing Pei 教授は言う。「伸縮性のある薄膜トランジスターの開発に伴い、近い将来、

優れた伸縮性を有する、薄さが壁紙程度の対話型有機 EL ディスプレイを実現させられ

ると信じています。これにより、クリエイティブな電子機器デザイナーたちは新たな表

現の幅を得ることでしょう。」 
  
 

You Tube 動画 
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 当該研究に関する内容は、オンライン版 Nature Photonics のピア・レビュー専門誌

に掲載されている。筆頭著者は UCLA 内にある Pei 氏の Soft Materials Research 
Laboratory(ソフトマテリアル研究所)で postdoctoral scholar (博士研究員)を務める

Jiajie Liang 氏。 
  
 研究者たちが有機ELを原形の30%まで引き伸ばして戻す動作を1,000回繰り返した

ところ、依然として高い機能効率が維持された。材料の最大伸張を調べるテストでは、

機能を維持したまま原形の 2 倍超まで引き伸ばせることも判った。さらに、180 度まで

折り曲げたり、様々な角度に捻ったりすることもできた。 
  
 この材料は、単層の EL ポリマーブレンドを新たな透明の弾性複合材電極のペアの間

に挟んだ構造になっている。電極はゴム状ポリマーの隙間にはめ込まれたシルバーナノ

ワイヤ－の集合体でできており、室温環境でもデバイスが機能するのを可能にしている。

どの層も完全に伸ばしきったり、折り曲げたり、捻ったりできる。この新材料は比較的

シンプルな溶液プロセスだけで製造することができる。 
  
 「適切な弾性透明電極の欠如は、伸縮ディスプレイ製造における重大な障害の一つと

なります。」と Liang 氏は言う。「私たちが新たに開発した透明の弾性複合材電極は、

高い視覚透明度、優れた表面導電率、伸縮性、表面のなめらかさ等、伸縮性のある有機

EL の製造に欠かすことのできない要素を全て備えています。」 
  
 研究チームはこの優れた柔軟性を持つ有機 EL が、光の単一面ではなく多くの画素か

らなり立っていることを実証した。これにより、数千画素から成る電子ディスプレイの

実現に向けた道を開くことが可能となる。研究チームは、シルバーナノワイヤ－をベー

スとした電極を、縦方向に一層、横方向に一層のクロスハッチ状に組付けすることでこ

れを成し遂げている。 
  
 「薄く、伸縮性があり、適合性が高い上に必要ない時には目に見えなくなる電子機器

によって情報や照明が提供されるという輝かしい未来を見据える一方で、依然として重

要な技術的課題も残っています。」と Pei 氏は言う。「こうした材料は空気に敏感なため、

どうやって密封するかが問題となります。この課題を早く解決しようと、世界中の研究

者たちが競い合っているのです。私たちには、この課題を解決して、クールで格好いい

製品を多く生産していく自信があります。」 
  
 Pei 氏は UCLA の California NanoSystems Institute(CNSI)のメンバーでもある。 
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 当該研究論文の著者には、UCLA 博士研究員の Lu Li 氏、同校工学部学生の Xiaofan 
Niu 氏、同校の元博士課程学生、元博士研究員で、現在はカリフォルニア大学バークレ

ー校(UC Berkeley)の博士研究員である Zhibin Yu 氏も含まれる。 
  
 この研究は全米科学財団と空軍科学研究局の支援を受けて行われた。 
  
 
 UCLA の Engineering and Applied Science(工学・応用科学部)Henry Samueli 校は

1945 年に設立され、在籍する 5,000 人超の学生に対し 23 の学位課程プログラムを提供

している。同校の名高い教授陣によって、再生可能エネルギー、浄水、ヘルス・ケア、

ワイヤレスセンサー及びネットワーク、サイバー・セキュリティー等、21 世紀におけ

る重要課題に取り組む研究指導が行われている。全国公立大学の工学部門トップ 10 に

ランキングされており、ワイヤレスセンサーシステム、ワイヤレス・ヘルス、ナノ電子

工学、ナノ医療、再生可能エネルギー、カスタマイズ・コンピューティング、スマート

グリッド、およびインターネットに関する 800 万ドル規模の学際的な研究拠点であり、 
その全資金は連邦政府、民間の機関、および個人寄付からの支援で賄われている。 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 広報部 望月 麻衣） 
 
 
出典：本資料は、カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)の以下の記事を翻訳した

ものである。 
“UCLA engineers develop a stretchable, foldable transparent electronic display” 
http://newsroom.ucla.edu/portal/ucla/ucla-engineers-develop-a-stretchable-248397.a
spx 
Used with Permission of the University of California, Los Angeles 
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(1101-4) 
 
【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）】 
 
仮訳 

 
コンピュータ･チップに組み込まれたグラフェン光検出器（オーストリア） 
 
2013 年 9 月 16 日 
新材料･グラフェンとその技術的応用が、ウィーン工科大学で研究されている。現在、同

大学はグラフェン光検出器と半導体チップを組み合わせることに成功した。 

 
現在ほとんどの情報が、例えば光ファイ

バーによって、光通信となっている。一方

で、コンピュータ･チップは電子的に作動し

ている。光データハイウェイと電子チップ

の間で、光検出器により光子を電子に変換

する必要がある。現在ウィーン工科大学の

科学者達は、グラフェン光検出器と標準的

なシリコンチップを組み合わせることに成

功した。それにより、通信で用いられる全

ての重要な周波数の光を電気信号に変換が

できる。この科学的成果は、学術誌『Nature 
Photonics』にて現在発表されている。 
 
カーボンから作られる演算能力？ 

学界も産業界も共にグラフェンに大き

な期待を寄せている。単一層の六方晶系配

置カーボン原子から成るこの材料は、並外

れた特性を有している。2 年前、Thomas 
Müller 氏（ウィーン工科大学フォトニクス

研究所）を中心とするチームは、グラフェ

ンが光を電流に変換するのに理想的である

ことを実証した。「光を電気信号に変換でき

る物質は多いが、グラフェンはとりわけ高

速な変換が可能である。」と、Thomas 
Müller 氏は語る。そのため、大量のデータ 

 

光信号が導波管(左)から幅 2 マイクロメー
ターのグラフェンシートの中に到達し、電
流が発生する。 

グラフェン(炭素原子からできた 2 次元シー
ト)は、光を電流に変換できる。 
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を短期間でどこへでも送信するために、グラフェンが今後おそらく選ばれる材料となる。 
 
 研究者達は、この材料が実際にチップの中で何ができるかという基礎的な試験から長い

道を辿らなければならなかったが、今、成功を遂げた。ウィーン工科大のチームは、同国

の Linz にある Johannes Kepler 大学の研究者と協力して研究を行った。 
 
 直径約 200～500nm の狭い導波管が、光信号をグラフェン層に運ぶ。そこで光は電気信

号へ変換され、チップの中で処理されることが可能となる。 
 
万能でコンパクト 

他の材料（例えばゲルマニウム）から作られた光検出器を直接チップに組み込む試みは

既にある。しかし、それらの材料は特定の波長帯の光しか処理できない。研究者らはグラ

フェンが通信に用いられる全ての波長をうまく変換できることを明らかにした。 
 
 グラフェン光検出器は極めて高速なだけではなく、コンパクトに敷施することが可能で

ある。表面積 1cm2のチップ 1 個に 20,000 個の検知器が格納できる。理論的に言えば、チ

ップには 20,000 本の異なる情報通信回線を介してデータが供給できる。 
 
スピードアップ、省エネルギー 

「これらの技術が重要なのは、遠距離のデータ送信だけではない。光データ送信は、コ

ンピュータそのものにとってもますます重要となる。」と、Thomas Müller 氏は語る。巨

大なコンピュータクラスターが同時に多くのプロセッサコアを連動させるとき、大量の情

報をコア間で移動させなければならない。グラフェンは光と電気信号を非常に素早く切り

替えることができるため、このデータを光で交換することが可能となる。これによりデー

タ変換がスピードアップし、電力消費が大幅に削減される。 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 広報部 室井 紗織） 
 
 
出典：本資料は、ウィーン工科大学の以下の記事を翻訳したものである。 
“Graphene Photodetector Integrated into Computer Chip” 
http://www.tuwien.ac.at/en/news/news_detail/article/8372/ 
Used with Permission of the Vienna University of Technology 
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(1101-5) 
【新製造技術分野(レーザー加工：粉末成形技術)】  
 
仮訳 
 

より強靱な3D材料の製造方法を研究（米国） 

2013 年 9 月 17 日 
 

 
 米国ミズーリ工科大学(Missouri University 
of Science and Technology)の研究者らは、米国

航空宇宙局(National Aeronautics and Space: 
NASA)の資金援助を受け、3 次元プリンティン

グ技術に類似した方法を使用して、より強靱で

耐久性のある NASA 用の材料開発に繋がるプ

ロセスのコンピュータシミュレーションを実施

している。 
 
 同 大 学 の Laser Aided Manufacturing 
Process (LAMP)ラボのディレクターである

Frank Liou 博士と Production Innovation and Creativity の Michael および Joyce 
Bytnar 両教授によれば、同大学研究者らはまた、まもなくこのような新材料の数種類に

ついて製造する予定であると言う。 
 
 過去 15 年間にわたり、Liou 博士とその同僚研究者らは積層造形技術 (additive 
manufacturing) と呼ばれる製造方法の研究開発を実施している。この製造方法では、粉

末状の材料微粒子をノズルから射出しながら、これを溶かすために高出力レーザーを使用

し、一層ずつ積層させ 3D 形状を形成する。これは、近年注目されている 3 次元プリンテ

ィング技術と類似している。 
 
 Liou 博士によると、この積層製造技術は大型航空機の構成部品から外科手術で使う極小

の生体材料まで、幅広く製造に利用できるという。同博士の学生らで釣りを趣味とする者

たちは、LAMP の積層造形ツールを利用してカヌーも作れるのではないかと冗談を言う。 
 
 積層造形技術では、金属フライス、機械、鍛造加工などの従来の製造方法に比べて高密

度で強い材料を作ることが可能である。同大学の manufacturing engineering プログラム

も取りまとめる Liou 博士によれば、積層造形技術で作った鋼の部品は、機械加工で作っ 
 

ミ ズ ー リ 工 科 大 学 の Laser Aided 
Manufacturing Process (LAMP)ラボで金

属積層プロセスを観察する Frank Liou 博

士。 
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た鋼より 10%高い強度を有するという。 
 
 同博士の最新の研究では、この積層造形技術と従来からの材料製造技術を組み合わせた、

博士が「ハイブリッド製造方法」と呼ぶ技術を開発した。 
 
 このハイブリッド製造技術を利用することで、同大学の研究者らは積層造形技術を使っ

て 2 種の金属材料、例えば鋼と銅から航空機の構成部品を作り、それからコンピュータ数

値制御機械加工によりその部品の粗いエッジを滑らかにすることが可能となった。 
 
 Liou博士はNASAから 66万ドルの資金を受けて様々な積層製造技術のコンピュータモ

デルを開発している。このようなコンピュータモデルを確立することで、積層された材料

がどのように積層表面で接着・結合しているのかをより深く理解することができると博士

は考えている。 
 
 「宇宙航空や生物医学的な応用の多くにおいて、金属疲労、または材料のヒビ割れは避

けなければなりません。」と博士は述べ、次のように続ける。「積層された金属材料が、表

面上にいかにしっかりと結合するかを理解することが重要です。」 
  
 Liou 博士は、本研究の次のステップである、自然界に観られない新しい材料の製造に向

けて NASA より最近 75 万ドルの追加支援を受けた。この次の研究では、より強力な金属

材料の開発と、高価な部品をスクラップにする代わりに修繕する方法を開発する。 
 
 「鋳型には交換に 25 万ドルくらいかかるものもありますから。」と Lious 博士は言う。 
 
  
 

 
翻訳：NEDO（担当 広報部 松田 典子） 

 
 
出典：本資料は、米国ミズーリ工科大学 (Missouri University of Science and Technology)
の以下の記事を翻訳したものである。 
“Researchers study ways to make stronger materials in 3-D” 
http://news.mst.edu/2013/09/researchers-study-ways-to-make-stronger-materials-in-3-
d/   
Used with Permission of the Missouri University of Science and Technology 
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(1101-6) 
 
【新エネルギー分野（太陽光発電）】 

 
仮訳 
 

太陽電池用グラフェンに向けての大きな飛躍(ドイツ)  
2013 年 10 月 8 日 

 
 

驚くべき結果：シリコンで

コーティングしてもグラフェ

ンはその特性を保持する。 
 
グラフェンは安価で無害で

ありながら、極めて優れた導

電性があり、完全に透明であ

る。このことから、少なくと

も理論的には、入射光の量を

減らすことなく導電するため、

太陽電池の透明導電層（電極）

に最適な材料である。しかし、

炭素原子の単層で構成された

平らな蜂の巣構造の「理想的

な」グラフェンが浮遊して存在することはなく、隣接する層との相互作用により、グラ

フェンの特性が極端に変化するため、現実には理想的にはならなかった。今回、ヘルム

ホルツ協会ベルリンセンターSilicon Photovoltaics 研究所の Marc Gluba 博士と 
Norbert Nickel 教授が、薄いシリコン膜でコーティングした場合でもグラフェンの優れ

た一連の特性が保持されることを明らかにした。この発見により、薄膜太陽光発電での

使用において、全く新しい可能性が開かれることになった。 
 

「我々は、グラフェンがシリコンベースの薄膜太陽電池と同様の層に組み込まれた場

合、その導電特性がどのように変化するかを調べました。驚くべきことに、その特性は

実際にはほとんど変化しませんでした。」と Marc Gluba 博士は説明する。 
 
この目的のために、薄い銅のシート上でグラフェンを成長させ、次にそれをガラス基

板に移し、最後にシリコンの薄膜でコーティングした。そして、従来のシリコン薄膜技

術で、一般に使用される 2 種類の薄膜について試験を行った。1 つ目の試料は、シリコン

グラフェンがガラス基板に蒸着された。超薄層は、電荷キャ

リアが同層内部を自由に移動できるが、僅か１原子層厚(0.3 
Angström, 又は 0.03 nanometers）にすぎない。グラフェン

層はアモルファス又は多結晶シリコンでコーティングされる

場合でも、その特性を保持する。 
図: Marc A. Gluba/HZB 
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原子が硬化した溶解ガラスと類似の無秩序状態にあるアモルファスシリコン膜で、もう 1
つの試料は、グラフェン特性に及ぼす標準結晶化プロセスの影響を観察する手助けをす

る多結晶シリコン膜である。 
 
摂氏数百度まで加熱された結果、最上層の微細構造は完全に変化したにもかかわらず、

グラフェンは依然として検出できた。 
 
「これは予期しなかった発見ですが、我々の研究結果から、たとえシリコンでコーテ

ィングしたとしても、グラフェンはグラフェンのままであることが明らかになりました。」

と語るのは Norbert Nickel 教授。ホール効果を使ったキャリア移動度の測定で、組み込

まれたグラフェン層中の電荷キャリアの移動度は、従来の酸化亜鉛ベースの導電層に比

べて約 30 倍大きいことがわかった。「確かに、この僅か 1 原子層厚に過ぎない薄い導電

層を外部の端子に接合するのは実に難しい問題でした。我々は、今なお、その問題に取

り組み続けています。」と Gluba 博士は語る。さらに Nickel 教授は「薄膜技術を扱う同

僚たちは既に興味津々で耳をそばだて、この技術を組み込みたがっています。」 
 
実際には、はるかに広い面積でコーティングが可能であるが、研究者は 1cm2のサンプ

ルで計測を行った。 
 

この研究は、最近、Applied Physics Letters Vol. 103, 073102 (2013)に発表された。 
執筆者：M. A. Gluba、D. Amkreutz、G. V. Troppenz、J. Rappich 並びに N. H. Nickel 
doi: 10.1063/1.4818461 

 
 

翻訳：NEDO（担当 広報部 勝本 智子） 
 
 
出典：本資料はホルムヘルツ協会ベルリン研究所の以下の記事を翻訳したものである。 
“Major leap towards graphene for solar cells” 
http://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=13825&sprache=en&typoid=
1 
(Used with Permission of Helmholtz Center Berlin) 
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(1101-7) 
【電子・情報通信分野(電子デバイス/家電)】  

 
仮訳 

車輪型パスタの形状がLEDを向上させる(米国） 

「スパゲティー」型より「ロテッレ」型分子が効率的に偏光する 

2013 年 9 月 29 日 
 
 より効率的な有機 EL 電球、テレビやスマートフォンのディスプレーの開発における問

題の一つには、多量の光が一方向に偏向するため発光ダイオード(light-emitting diode 又

は LED)中に閉じ込められてしまうことだ。ユタ大学の物理学者らは、スパゲティーより

も、ロテッレと呼ばれる車輪型のパスタの形状の新しい有機分子を作ることでこの問題を

解決したと考えている。 
 
 「π共役スポーク車輪型大員環 (pi-conjugated spoked-wheel macrocyle)として知られ

るロテッレパスタの形をした分子は、水面や物質の表面で反射する眩しい光を排除して太

陽光の直達光のみ入射させる偏光サングラスとは反対の働きをする。 
 
 今回の研究では、丸い車輪型分子が全方向にランダムに光を放出することが確認された。

これは、効率的な有機 EL(OLED 又は organic LED)には必須の特性である。現在、スマ

ートフォンやテレビのディスプレーで使用されている有機 EL では、偏向した光のみを放

出する分子ユニットを繰り返しつなげた、スパゲティーのように長細い形状をしたポリマ

ーが使われている。 
 

 

  
 
 
 
「今回の研究結果により、有機 EL から放出される偏光をスクランブルすることで、光が

有機 EL 内に閉じ込められることのないディスプレーを作ることが可能なことが確認でき

ました。」とユタ大学の物理学者である John Lupton 教授は言う。教授は 9 月 29 日(日)
の Nature Chemistry オンライン版に掲載された本研究論文の筆頭著者である。 
 

（Ctrl+クリックで写真を拡大） 

発光ダイオードの分子画像(左)、同様な形状を持つスパゲティー画像(右)。上段左の

電子顕微鏡画像は、現在有機 EL(または OLEDs)で利用されているスパゲティーの

形状をした有機ポリマーを示す。下段左の画像は、ユタ大学とドイツの大学の科学者

らが作成した車輪型またはロテッレパスタの形状をした、スパゲティー形状ポリマー

よりも効率的に発光する新しい分子を示す。 

写真提供: 分子画像：ボン大学 Stefan Jester 氏、パスタ画像：Wikimedia Commons
からの無料提供。 
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 「私たちは、完全に左右対称で、完全にランダムな光を生成する分子を開発しました。」

と Lupton 教授は言い添える。「この分子は偏光をスクランブルさせるため、より効率的に

光を生成することができるのです。これにより、消費電力の少ない次世代の有機 EL が期

待でき、それによりスマートフォンの蓄電池寿命が向上します。また、より効率的でより

安価な有機 EL 電球での利用も期待できます。」 
Lupton 教授は、今回の研究が基礎科学の領域であり、ロテッレパスタ型の分子を使った

新しい有機 EL の実現は「まだまだ先」であると強調する。 
 
 有機 EL は現在、特にサムスンギャラクシーシリーズのスマートフォン、ソニー、サム

スンや LG などの高価な新超薄型テレビ、そして照明で利用されていると教授は説明する。 
 
 「有機 EL がスマートフォンで多く利用されているのは、iPhone で使われているような

従来の液晶ディスプレーに比べて、有機 EL の効率がより優れているからです。」と同教授

は説明する。「有機 EL の利用で、電池寿命がより長くなります。サムスンでは、クルクル

と巻ける次世代スマートフォンのディスプレー用に、フレキシブルなフルカラーの有機

EL ディスプレーをすでに実証しています。」スマートフォンは多量の光を閉じ込めない分

子を利用することで、より効率的に発光することができると教授は言う。 
 
 大きなロテッレパスタ型の分子はまた、他の分子を「捕まえる」ことが可能なため、効

果的なバイオロジカルセンサーとして機能する。また、太陽電池やスイッチなどでの利用

の可能性もあると教授は言い添える。 
 
 今回の研究は、Volkswagen Foundation、German Chemical Industry Fund、David and 
Lucille Packard Foundation および European Research Council より資金提供を受けた。 
 
Lupton 教授は、ユタ大学の物理学・天文学研究を専門とし、ドイツ、レーゲンスブルク

大学の学部教授でもある。同氏はユタ大学物理学部の大学院生である Alexander Thiessen
氏、ボン大学の Sigurd Höger 氏、Vikas Aggarwal 氏、Alissa Idelson 氏、Daniel Kalle
氏、そして Stefan-S. Jester 氏、レーゲンスブルク大学の Dominik Würsch 氏、Thomas 
Stangl 氏、Florian Steiner 氏、そして Jan Vogelsang 氏と共同で本研究を実施した。 
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閉じ込められた光を解放する 

 

 従来の LEDs がシリコン半導体を使用する一方で、最新のスマートフォンやテレビで使

われる有機 EL のいくつかは、繰り返す一連の分子ユニットから構成されるプラスチック

の様な有機半導体である「π共役ポリマー(pi-conjugated polymers)」から作られている。 
 
 「共役ポリマーは、大変ごたごたしていて、今は月並みな有機 EL しか作れないのです。

そんなことはないと言う人は多いのですが。」と Lupton 教授は言う。 
 
 その理由の一つは、光エネルギーの 4 分の 3 が、通常では利用できない状態にあること

だ。この問題は、ユタ大学の最近の他の有機 EL 研究で取り組まれた。Lupton 教授は、そ

の問題を解決しても残ってしまうもう一つの問題に今回の研究で取り組んだと言う。それ

は、最高で 80%の発光量を「捕獲」または損失させる、π共役ポリマーにおける光の偏向

である。 
 
 「光とは波動のような振動磁場であり、波動はある一定の方向に移動します。」と Lupton
教授は言う。「この振動の方向を、偏光と呼びます。」 
 
 ポリマーはスパゲティーのように長い分子であることから、ポリマーに電流が加わると

「電子は一方向にのみ流れて光の波動を作る」と教授は説明する。「これらの光波は一方向

でのみ振動するため、有機 EL の内部に光が閉じ込められてしまうのです。ちょっとだけ

光ファイバーに似ていますね。」 
 
 そしてこれが、有機 EL を使った最新のスマートフォンでも「ディスプレーが電力を大

量に消費するので二日後には充電が必要になる」ことの理由だと、教授は言い添える。 
 
 「このロテッレパスタ型の分子、これは技術的にはオリゴマーと呼ばれますが、基本的

には包み込まれたポリマーです。」と教授は言う。「全分子が同じ形状をしていますが、丸

形であるため一定方向の偏光となりません。全方向に振動する波動を作るのです。この光

は一定方向の偏光をしないので、一定方向に振動しません。この光は常に出て行くことが

できるのです。」 
 
 Lupton 教授は、偏向なく全方向に発光する車輪型の分子の能力を、鉛筆の芯先を完全

にバランス良く立ててから手を離すと、それが毎回異なるランダムな方向に倒れることに

例える。 
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車輪型の分子を作る 

 
 物理学者らと化学者らから成るこの国際的な研究チームは、一定の方向ではなく、あら

ゆる方向に光の波動を作る分子の開発を開始した。研究者らは今回の研究で、単一分子か

ら一つ一つ放たれるフォトン(光子)、つまり光の粒子の観察を含み、車輪型の分子の作成

方法、それらの分子のイメージング方法、そして単一分子の実験方法について報告してい

る。これらの実験では、車輪型分子に紫外線を当てて可視光のフォトンを放出させた。 
「放出されたフォトンは全て、スクランブルに偏光しており、偏光はフォトン毎にランダ

ムに変化することを確認しました。」と Lupton 教授は言う。 
 
 放出された光の色は、青みがかった緑であると教授は言うが、論文に掲載されている走

査トンネル顕微鏡による画像では、コントラストを明確にするためロテッレパスタとスパ

ゲティーの形をした分子をわざと黄色みがかった茶色としている。 
 
 車輪型分子はそれぞれが 6 ナノメートル幅で、分子にしては大きいが、人間の髪の幅で

ある 10 万ナノメートルに比べると微細である。 
 
 まだ証明はされていないが、スパゲティー形状のポリマーの代わりに車輪型のオリゴマ

ーを使うことで「原則的には光の取り出し効率が倍増する」と Lupton 教授は言う。 
 
 「偏光をスクランブルしても、有機 EL には必ず多少の光が閉じ込められてしまいます。」

と教授は述べ、次のように続ける。「このように現在(最高で)80%の光が損失されています

が、50%～60%に抑えることができると思います。」 
 
 
 

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。 
“Wagon-Wheel Pasta Shape for Better LED” 
http://unews.utah.edu/news_releases/wagon-wheel-pasta-shape-for-better-led/#     
(Used with Permission of the University of Utah) 
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(1101-8) 
 
【新エネルギー分野（バイオマス）】 
 
仮訳 

 
UCLAがより効率的に糖をバイオ燃料に変換する 

新しい代謝経路を開発（米国） 
 
2013 年 9 月 29 日 

UCLA（カリフォルニア大学ロサンゼルス校）

化学工学研究者は、バイオ燃料生成量の 50%増

加が可能な、グルコースを分解する新たな合成

代謝経路を開発した。 
 
 この新たな経路は、解糖として知られている

自然界の代謝経路を代替することを目指す。解

糖は、ほとんど全ての有機体が、糖を細胞に必

要な分子前駆体に変換するために用いる一連の

化学反応である。そして、解糖はグルコース中

にある 6 個の炭素原子のうち 4 個をエタノール

やブタノールのようなバイオ燃料の前駆体であるアセチル補酵素 A として知られる 2 炭

素分子や脂肪酸、アミノ酸、薬剤に変換する。しかし、残った 2 個のグルコース炭素は二

酸化炭素（CO2）として失われてしまう。 
 
 近年、解糖は植物バイオマス由来の糖をバイオ燃料に変換するためバイオ精製で利用さ

れているが、投入される 6 炭素原子に対して 2 炭素原子が失われることは、プロセスの効

率における大きな欠陥として見なされる。UCLA 研究チームの合成解糖経路は、CO2とし

て失われることなしに、全 6 個のグルコース炭素原子を 3 個のアセチル補酵素 A 分子に変

換する。 
 
 本研究は、論文審査のある学術誌『Nature』にて 9 月 29 日よりオンラインで公表され

ている。 
 
 本研究の責任者である James Liao 氏は、UCLA の Ralph M. Parsons Foundation の化

学工学教授であり、化学･生体分子工学部の学部長職にある。Liao 氏の研究室の大学院生

である Igor Bogorad 氏が主執筆者である。 
 

新たな経路で遺伝子操作された 

大腸菌コロニー 
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 Liao 氏はこう語る。「炭水化物原料から炭素の 3 分の 1 が失われてしまうというバイオ

燃料生成やバイオ精製における最も重大な制約の 1 つが、この経路により解決された。解

糖が進化した過程が原因で、この制約は今までは乗り越えられないものと考えられていた。」 
 
 本研究の合成経路には、自然界のいくつかの特有の経路にある酵素が利用される。 
 
 まず研究チームは、新たな経路が試験管内で作用するかを試験し確認した。その後、合

成経路を利用するため大腸菌を遺伝子操作し、完全に炭素を保存することを実証した。結

果として生じたアセチル補酵素 A 分子は、より高い炭素効率で望ましい化学物質を生成す

るのに用いられる。研究者らは、この新たなハイブリッド経路を非酸化解糖(non-oxidative 
glycolysis：NOG)と呼んだ。 
 
 Bogorad 氏はこう語る。「これは根本的に新しいサイクルである。我々は、最も中心と

なる代謝経路を新ルートに切り替え、アセチル補酵素 A の生成量を増加させる方法を発見

した。今では炭素原子を CO2として失わずに、炭素原子を保存し収量を向上させ、生成量

をさらに増加させることができる。」 
 
  研究者らは、新たな合成経路は様々な種類の糖と共に使用できることにも気づいた。こ

れにより、個々の場合によって分子ごとに多様な数の炭素原子があっても、炭素が無駄に

なることはない。 
 

Bogorad 氏は語る。「バイオ精製にとって、生成量の 50%アップは大幅な増加である。

NOG は、異なった糖をアセチル補酵素 A に 100%変換するための素晴らしいプラットフ

ォームである。炭素を保存する本研究の方法のおかげで、NOG には幅広い範囲の用途が

生まれ、多くの新たな可能性が広がると我々は考えている。」 
 
 また、この新たな経路は光合成微生物を用いたバイオ燃料生成に利用できると研究者ら

は述べる。 
 

本論文の他の著者にTzu-Shyang Lin氏がいる。同氏は最近UCLA化学工学の学士号を取

得した。 
 
 UCLA  Henry Samueli School of Engineering and Applied Science は、1945 年に創

立され、現在28の学術的及び専門職学位課程を提供し、5,000名超の学生が在籍している。

本学の特筆すべき能力は、再生可能エネルギー、浄水、ヘルスケア、無線センシング･ネッ

トワーキング、サイバーセキュリティーなど 21 世紀の多くの重要な難題に取り組んだ一

流の研究である。同校は、米国の公立の工学系大学トップ 10 にランクインし、800 万ド

ルをかけた総合研究センターは、無線センサーシステム、ワイヤレスヘルス、ナノ電子工
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学、ナノ医学、再生可能エネルギー、特注コンピューティング、スマートグリッド、イン

ターネットの研究拠点である。資金は全て連邦政府、民間機関、個人の贈与者により提供

されている。 
 
さらなる情報は、UCLA Newsroom、又は Twitter を参照。 
 
 
 

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ロサンゼルス校の以下の記事を翻訳したものである。 
“UCLA engineers develop new metabolic pathway to more efficiently convert sugars 
into biofuels” 
http://newsroom.ucla.edu/portal/ucla/ucla-engineers-develop-new-sugar-248452.aspx 
Used with Permission of University of California, Los Angeles 
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リチウム・空気蓄電池は、従来の

リチウムイオン蓄電池よりも非常

に優れた理論エネルギー貯蔵容量

を持つとされ、研究者たちの関心

を特に集めている。 
(クリックすると拡大図) 

(1101-9) 
【蓄電池・エネルギーシステム分野（蓄電池）】 
 
仮訳 

 
次世代リチウム(空気)蓄電池に関する新たな課題への挑戦(米国) 

著者 Jared Sagoff 氏 2013 年 9 月 27 日 
 
 
 【イリノイ州 ARGONNE】次世代蓄電池の開発は、優

れたエネルギー貯蔵容量をもたらす材料の発見によって

左右される。リチウム・空気(Li-air)蓄電池は、従来のリチ

ウムイオン蓄電池よりも非常に優れた理論エネルギー貯

蔵容量を持つとされ、研究者たちの関心を特に集めている。 
 
 未だ初期段階にある Li-air 蓄電池の開発は、他の新技術

開発と同様、多くの課題に直面している。その課題の一つ

がアノードへの電荷移動である。アノードは、カソードや

電解質と共に蓄電池を構成する 3つの基本要素の一つであ

る。 
 
 米国エネルギー省アルゴンヌ国立研究所の電気化学者 Di-Jia (D.J.) Liu 氏と同僚た

ちによる新たな研究では、Li-air 蓄電池の充放電サイクル中に内部で起こるアノード挙

動の観察が行われた。 
 
 アルゴンヌ国立研究所の Advanced Photon Source(APS)を利用した高エネルギーの

集束 X 線ビームを用いることで、Liu 氏の研究チームは稼働中の蓄電池を破壊すること

なく内部にあるアノードの微細構造の変化を詳しく観察することができた。金属リチウ

ムから水酸化リチウム(LiOH)の薄い固形コーティングが形成され、金属リチウムが完

全に水酸化物に変換され、稼働が止まるまでその成長が続く様子が観察された。 
 
 「これは、誰もが知りたいと思いながら、聞くことも躊躇され、またその尋ね方も分

からないような類の問題でした。」と Liu 氏は言う。「それまでの Li-air 蓄電池に関す

るほぼ全ての文献がアノードは完全に可逆的であることを当然視し、カソードの化学的

プロセスに注目していたのです。しかし、この事実はそうではないことが分かりました。」 
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研究チームの調査はここで終わらなかった。水酸化リチウムはイオンでも、また導電

性のある材料でもないため、コーティングの形成と同時に蓄電池の(充放電)サイクルが

停止しない理由が解明されていないままだった。Liu 氏たちが APS の三次元マイクロ

断層撮影技術を利用して水酸化物コーティングを「CAT スキャン」したところ、アノ

ードの金属リチウムと、蓄電池内をつないでいる無数の微細トンネルが発見された。 
 
 「こうしたトンネルはアノードとカソード間をリチウムイオンが往復移動するための

イオン導電の通路として機能しています。」と Liu 氏は言う。「これが Li-air 蓄電池の

稼働を維持しているのですが、アノードの劣化を止めるものではありませんでした。」 
 
 Liu 氏は、水酸化リチウムの問題を起こす主な原因は、リチウムイオンが 2 つの電極

間の移動手段である電解質が化学変化を起こすことにあると考えている。電解質の分解

はカソード周辺に水を形成する可能性があり、これがアノードに移動して金属リチウム

と反応(し水酸化リチウムを生成)すると考えられる。 
 
 しかし、アルゴンヌで行われた実験では、電解質の機能停止によって水が形成された

場合に存在するはずのリチウム水酸化物をカソード周辺で発見することはなかった。

「今回の研究によって得られたのは多くの疑問点でしたが、これも科学の面白いところ

だと思っています。」 
 
 当該研究は、ビームライン科学者の John Okasinski 氏、Peter Kenesei 氏、Jonathan 
Almer 氏、化学分野のポスドク Jianglan Shui 氏、Dan Zhao 氏を含むアルゴンヌの研

究チームによって行われた。米国エネルギー省科学局、及びアルゴンヌの Grand 
Challenge Program による支援を受けている。研究内容は 8 月 9 日付けで Nature 
Communications に掲載されている。 
 
 
アルゴンヌ研究所の Advanced Photon Source (APS)は、物質とエネルギーを理解し、

予測し、最終的には電子、原子、分子レベルで制御し、新たなエネルギー技術の土台を

提供してエネルギー、環境および国家安全保障における DOE のミッションを支援する

ための応用・基礎研究を行う DOE の科学技術局(Office of Science: SC)が支援する 5 つ

の国立のシンクロトロン放射光施設のうちの 1 つである。SC の放射線ユーザ施設に関

する詳細は、こちらを参照のこと。 
 
  DOE のアルゴンヌ国立研究所は、米国の科学技術における喫緊の課題に対する解決

策を模索している。米国初の国立研究所として設立された同研究所は、事実上すべての 
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科学分野における最先端の基礎・応用科学研究を実施している。同研究所の研究者は、

数百にものぼる企業、大学、連邦政府、州・地方官庁組織と密接に連携し、それらの組

織特有の問題の解決を支援し、米国の科学におけるリーダーシップを向上させ、そして

米国のより良き未来を創る。60 ヶ国以上から職員が集まり、同研究所は DOE の科学局

(Office of Science: SC)の依頼により UChicago Argonne, LLC が管理している。 

 
 
 

翻訳：NEDO（担当 広報部 望月 麻衣） 
 
 
出典：本資料は、米国アルゴンヌ国立研究所の以下の記事を翻訳したものである。 
Researchers tackle new challenge in pursuit of the next generation of lithium 
batteries 
http://www.anl.gov/articles/researchers-tackle-new-challenge-pursuit-next-generati
on-lithium-batteries 
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(1101-10) 
【新エネルギー分野(バイオマス)】  

 
仮訳 
 
セルロース系バイオ燃料の副生物を使ってエタノールを増産(米国） 

2013 年 10 月 8 日 
Diana Yates, Life Sciences Editor | 217-333-5802; diya@illinois.edu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
イリノイ州 シャンペーン – 植物の葉、茎や他の細胞組織をバイオ燃料に変換するプロ

セスで、望ましくない副生物であった酢酸を消費するように酵母の遺伝子組み換えに成功

したことが Nature Communications にて報告されている。この研究成果によりリグノセ

ルロース系バイオマス原料からのエタノール生産量が約 10%増加する。 
 
 リグノセルロースとは植物の構造的細胞組織を作る繊維質の材料である。地球上に最も

豊富に存在する原料の一つであり、炭素を多く含むためバイオ燃料生産用の魅力的で再生

可能なバイオマス原料とされている。 

（Ctrl+クリックで写真を拡大） 

イリノイ大学の food science and human nutrition の Yong-Su Jin 教授、後列・左、時計回りに、大学

院生の Josh Quarterman 氏、EBIフェローの Soo Rin Kim 氏、そしてポスドク研究者の Na Wei 氏は、

酵母を遺伝子組み換えして酢酸とキシロースを同時に消費させ、セルロース系バイオマス原料(植物の茎

や他の部分)からのエタノール生産量を向上させた。 

写真：L. Brian Stauffer 
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 出芽酵母(Saccharomyces cerevisiae)は、単糖(トウモロコシの粒やサトウキビなどに含

まれる)を発酵させてエタノールを生産することに優れている。しかし、この酵母に植物の

茎や葉を消費させるようにすることは容易ではない。これを産業規模で行うには多くの高

コストの手順が必要であり、その内の一つがリグノセルロースの鍵となる要素である、ヘ

ミセルロースの分解である。 
 
 「ヘミセルロースを分解すると、キシロースと酢酸が得ら

れます。」とイリノイ大学の food science and human 
nutrition の Yong-Su Jin 教授は説明する。Jin 教授はカリフ

ォルニア大学バークレー校およびローレンスバークレー国立

研究所に属する主任研究員である Jamie Cate 氏と共に研究

を実施した。Jin 教授と Cate 氏は、本研究に資金を提供した

Energy Biosciences Institute (EBI)のメンバーである。Jin
教授はまた、イリノイ大学の Institute for Genomic Biology
のメンバーである。 
 
 「キシロースは糖なので、酵母を遺伝子組み換えしてキシ

ロースを発酵させることができます。」と Jin 教授は言う。「し

かし酢酸は酵母を殺してしまう有害物質です。これがセルロ

ース系エタノール生産における最大の問題の一つです。」 
 
 初期の研究では、大学院生の Soo Rin Kim 氏(現在は EBI
フェロー)が出芽酵母菌を遺伝子組み換えし、より効率的にキ

シロースを消費するようにした。これによりエタノール生産量は向上したが、プロセスで

NADH、つまり全細胞のエネルギー通貨(流通媒介物)の一部である電子伝達分子を過度に

作るようになった。また、増加した酢酸が酵母の大半を死滅させていた。 
 
 この問題について Jin 教授と議論した結果、Cate 氏はあるアイデアを思いついた。もし

かしたら酵母に酢酸を消費させるようにできるかもしれない。後日、そのプロセスはキシ

ロース代謝からの余剰な NADH も使い切るかもしれないと、Jin 教授は考えた。 
 
 ポスドク研究者である Na Wei 氏は、初期の研究を見直す中で別の有機体であるバクテ

リアが酢酸を消費することを発見した。このプロセスにおいて触媒として機能する酵素を

特定し、それらの内の一つが酢酸をエタノールに変換するのみならず、キシロース代謝か

らの余剰な NADH を使うことを確認した。 
 
 

（Ctrl+クリックで写真を

拡大） 

この研究結果は発酵プロセ

スを効率化して、植物育成

とセルロースの前処理を簡

易化すると考えられると、

研究者らは言う。 

写真：米国エネルギー省

Joint Genome Institute 
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 しかし、研究チームはその遺伝子を酵母に組み込むことを直ぐには開始することができ

なかった。まず、それが成功するかどうかを調べる必要があった。 
 
 「酵母に関する課題の一つとして、一つのことが大変うまくできるように酵母が進化し

たことが挙げられます。」と Cate 氏は言う。「しかし、これらの新しいモジュール(機能)
を酵母が既に行っていることに加えたときに、うまくいくかどうかは明確ではありません。」 
 
 この概念の実現可能性についてより優れたアイデアを得るために、大学院生である Josh 
Quarterman 氏はコンピューター・シミュレーションを使って、新しい遺伝子を酵母の代

謝機能に加えた場合、エタノール生産に影響があるかどうか調べた。シミュレーション結

果では、Wei 氏が発見した経路がエタノール生産を向上させることがわかった。 
 
 次に Wei 氏は、数ヶ月をかけて所望の遺伝子を酵母に組み入れるという骨の折れる作業

を行った。同氏が酵母を試験すると、Quarterman 氏のシミュレーション予想のとおり、

以前に比べて約 10%多い量のエタノールを生成することがわかった。さらに実験を重ねる

ことで、この新しい酵母が出芽酵母では初めて、実際に酢酸塩から幾ばくかのエタノール

を生成していることを実証した。 
 
 Cate 氏は「酵母が炭素を利用する方法を再構築したようなものです。」と話す。 
 
 このブレークスルーはまた、バイオ燃料生産プロセスの他のステップの研究も助けると、

Jin 教授は説明する。植物遺伝学者たちや前処理に関わる人たちは、もはやリグノセルロ

ースから酢酸を排除する方法について心配しなくても良いのだと、教授は付け加える。 
 
 「多くの人たちが、現在なぜセルロース系バイオ燃料が入手できないのか不思議に思っ

ています。」と Jin 教授は言い、次のように続ける。「これは、バイオ燃料生産プロセスに

おける制約的なステップが一つだけではないからなのです。バイオマス原料の育成、貯蔵、

輸送、収穫、そしてバイオマスの糖への分解、発酵、そして(エタノールの)分離というよ

うに、多くの制約的なステップがあるのです。私たちがここで報告している成果は、その

うちの 1 ステップである発酵についてのものですが、プロセス中の他のステップも少しだ

け容易なものにしてくれるでしょう。」 
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Yong-Su Jin 教授の連絡先：call 217-333-7981; email ysjin@illinois.edu 
 
本研究の論文「Enhanced Biofuel Production Through Coupled Acetic Acid and Xylose 
Consumption」は online 又は U. of I. News Bureau.で入手可能です。 

 
 
 

翻訳：NEDO（担当 広報部 松田 典子） 
 
 
出典：本資料は、米国・イリノイ大学 (University of Illinois)の以下の記事を翻訳したも

のである。 
“Team uses a cellulosic biofuels byproduct to increase ethanol yield” 
http://news.illinois.edu/news/13/1008biofuels_Yong-SuJin.html 
(Used with Permission of the University of Illinois) 
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(1101-11) 
 
【電子･情報通信分野（電子デバイス）】 
 
仮訳 

 
3次元メモリー･デバイスの性能を向上させる 

レーザー熱アニール（ベルギー） 
 
【ルーヴェン（ベルギー）-2013 年 10 月 16 日】 ナノエレクトロニクス研究センターの

Imec と半導体レーザーアニールの世界的企業の Exico 社は、3 次元メモリーの垂直多結晶

シリコン･チャネルデバイスにおいて、（読み出し）電流をより多く流せるようにするため

のレーザー熱アニール（laser thermal anneal ：LTA）処理の実用化実証に成功した。レ

ーザーにより粒子サイズを大きく再結晶化された多結晶シリコン･チャネル材料によって、

従来の多結晶シリコン･チャネルと比較すると、読み出し電流が最大で 10 倍まで上昇し、

閾(しきい)値下の勾配が最大で 2.5 倍まで険しくなる。この技術により、スタッキングを

向上させ、それによって 3 次元メモリーにおけるビット密度をより高くする方法がもたら

される。 
 
 3 次元多結晶シリコン･チャネルデバイスは、新世代の不揮発性メモリー用途などを含む

多くの技術にとっての最大の代替として見なされている。そのような適用法において、垂

直多結晶シリコン･チャネルトランジスタは、メモリーセル及び文字列選択トランジスタの

両方として用いられる。なぜなら、デバイスは一般的にゲートを先に、チャネルを後に製

造する手法のため、単結晶シリコンチャネルとする構造は複雑で、ひどく高額となる。結

果的に、電子電導は粒子の境界分散と多結晶チャネル材料の界面欠陥によって支配される

ため、読み出し操作に必要とされる駆動電流を著しく減少させてしまう。 
 
 結果として、粒子サイズの設計では、粒子をより大きくし、それに従って粒子の境界を

より小さくすることが必要となる。Imec と Excico 社の研究者は、チャネル構造をアモル

ファスシリコンの蒸着後にパルス状レーザーによりアニールする（Excico 社 LTA シリー

ズ、波長 λ=308 nm、パルス幅< 200 ns）ことで、これを成し遂げた。LTA 照射には、チ

ャネルを最適に結晶化する（照射が低すぎると効率性がなくなり、高すぎるとデバイスの

完全性を失わせる）ために、適切な調整が確実に必要である。粒子構造を TEM 分析から

推察すると、炉での蒸着時からレーザーで再結晶化した多結晶シリコンまで、粒子がます

ます大きくなることが明らかとなった。 
 
 LTA で再結晶化した多結晶チャネル材料では、他の結晶シリコン･チャネルと比較する

と、読み出し電流が最大で 10 倍まで増加し、閾(しきい)値下の勾配が最大で 2.5 倍まで険
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しくなった。粒子が大きくなると粒子の境界が狭くなり、それによって導電メカニズムに

おける移動性の効率向上や、低温活性化などが引き起こされる。 
 
 また Imec にてメモリー動作の評価が、ONO（酸化物-窒化物-酸化物（のサンドイッチ

構造））メモリースタックのセルだけでなく、絶縁体の芯を持つマカロニ型セルにおいても

行われた（図なし）。プログラム／消去特性、耐久性、初期プログラム／消去サイクルのデ

バイス室温保持といったメモリーの主要な特徴は、結晶熱処理とは無関係であり、最適化

した LTA はメモリー動作に影響を与えないことが証明された。この観察結果は、LTA を

用いた新型垂直メモリースタックの製造を成功させる上で不可欠である。 
 

これらの成果は、Imecの新型メモリーデバイスに関する『Industrial Affiliation 
Program』のフレームワークの下、Intel社、マイクロン社、Samsung社、SK Hynix 社、

GLOBALFOUNDRIES社、パナソニック(株)、そして東芝(株)とサンディスク社を含むメ

モリーコアの産業パートナーと共に達成された。 
 

 
 

画像の説明：暗視野 STEM で見た垂直セル。(a)蒸着多結晶シリコン･チャネル、(b)最適な LTA 後の多

結晶シリコン･チャネル。チャネルの中にある粒子のサンプルに印を付けてあるが、この 2 つの処理の

違いで粒子サイズは大きく異なることが明らかである。 
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翻訳：NEDO（担当 広報部 室井 紗織） 

 
 
出典：本資料は、ベルギーの Imec(Inter-university Micro Electronics Center)の以下の記

事を翻訳したものである。 
“Laser thermal anneal to boost performance of 3D memory devices” 
http://www2.imec.be/be_en/press/imec-news/imecexcicolta.html 
Used with Permission of Imec 

 
図の説明：垂直多結晶シリコン･チャネルデバイスの典型的な ID-VG 特性。最適化した LTA で再結晶

化した多結晶チャネル材料により、従来の多結晶シリコンチャネルと比較して読み出し電流と閾(しき

い)値下の勾配が大幅に改善された。 
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(1101-12) 
 
【新エネルギー分野（太陽光発電）】 

 
仮訳 
 
太陽電池の効率を大幅に向上させる可能性のある耐熱材料を開発 

(米国)  
2013 年 10 月 16 日 

 
 

科学者が太陽電池の効率を大幅に向上させる可能性のある耐熱性の熱エミッター(特殊

な太陽電池に使用される素子)を開発した。新しい構成部品は熱光起電力(TPV: 
thermophotovoltaics)として知られる技術を使い、（太陽光からの熱を）発電のために太

陽電池に吸収されるというより、太陽光からの熱を赤外線に変換するように設計されて

いる。（このように設計された熱エミッターのうち）華氏 2,200 度(摂氏 1,200 度)より低

い温度で破損した初期のプロトタイプと異なり、（現在、その後に改良された）新しい

熱エミッターは華氏 2,500 度(摂氏 1,400 度)の温度で安定を保っている。 
 
 「これは熱安定性に関する記録的な性能であり、熱光起電力の分野における大きな進

歩です。」と語るのはスタンフォード大学の電気工学の教授である Shanhui Fan 氏であ

る。Fan 教授とイリノイ大学アーバナ・シャンペーン校（イリノイ州）とノースカロラ

イナ州立大学の研究者がこのプロジェクトに共同で取り組んだ。彼らの研究成果は

Nature Communications 誌の 10 月 16 日号に発表された。 
 
 シリコン半導体を利用した従来の太陽電池は、太陽光を直接吸収して電気に変換する。

しかし、シリコン半導体は赤外線のみに反応し、可視光の大半を含む高エネルギーの光

波（光について、その波動性に重点を置いた表現）は熱として失われ、低エネルギーの

光波は単に太陽パネルを通過してしまう。 
 
実験に使用されたタングステン製熱エミッターの断面顕微鏡写真 
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「理論的には、従来の単接合太陽電池は約 34%の変換効率を達成できるはずですが、

実際には達成していません。」と語るのは本研究の共同執筆者でイリノイ大学の材料科

学の教授である Paul Braun 氏。「（単接合太陽電池は、）太陽エネルギーの大半を無駄

に捨てているからです。」 
 
 熱光起電力デバイスは、この限界を克服するために設計された。熱光起電力システム

は、太陽光を直接太陽電池に送るのではなく、太陽光に晒されると熱くなる吸収体と、

熱を赤外線に変換し、それを太陽電池に放射するエミッターの 2 つのパーツからなる中

間構成部品から構成される。 
 
 「要するに、太陽光を太陽電池にとって理想的なより短い波長にあつらえるのです。」

と Fan 氏。「これ（この技術）が太陽電池の理論変換効率を 80%に上げます。これは非

常に素晴らしいことです。」 
 

これまで熱光起電力システムでは 8%程度の変換効率しか達成していない、と Braun
氏は言った。この性能の低さの主たる原因は、豊富に存在し、従来型の電球に使用され

る材料であるタングステンを使った中間構成部品の問題にある。 
 
 「我々の熱エミッターは、実用に必要な華氏 1,800 度(摂氏 1,000 度)を越える温度に耐

えるための複雑な 3D ナノ構造をしています。」と Braun 氏は説明した。「実際、熱け

れば熱いほど良いのです。」 
 
 しかし、以前の実験では、3D 構造のエミッターは華氏 1,800 度(摂氏 1,000 度)近くの

温度で破損してしまった。この問題を解決するために、Braun 氏とイリノイ大学の研究

員はタングステン製のエミッターを酸化ハフニウムと呼ばれるセラミック材料のナノ層

でコーティングした。 
 
摂氏 1,200 度で熱せられた後、保護されていないタングステンは著しく劣化する。 
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その結果は劇的なものだった。華氏 1,800 度(摂氏 1,000 度)の温度に晒された場合、セ

ラミックで覆われたエミッターは 12 時間超、構造的な完全性を保持した。華氏 2,500 度

(摂氏 1,400 度)に加熱された場合、試料は少なくとも 1 時間は熱的な安定を保った。 
 
 セラミックで覆われたエミッターは Fan 氏とスタンフォード大学の研究員のもとへ送

られ、彼らはデバイスに太陽電池を稼働させるのに最適な赤外線を出す能力があること

を確認した。 
 
 「これらの結果は前例のないものです。」と本研究の主執筆者で元イリノイ大学の大

学院生の Kevin Arpin 氏は言った。「私たちは初めてセラミックが、廃熱からのエネル

ギー回収や高温触媒、電気化学的エネルギー貯蔵等の他の研究分野と同様、熱光起電力

を高めるのに役立つことを明らかにしました。」 
 
 Braun 氏と Fan 氏は、別のセラミック・タイプの材料を試験し、実験用熱エミッター

が赤外線を稼働させる太陽電池に送れるかどうかについて判断する予定である。 
 
摂氏 1,400 度で 1 時間経過した後、セラミックで覆われたタングステンは構造的な完全性を保持する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「我々は、高温での光学的特性のオーダーメイドが可能であることを示しました。」

と Braun 氏。「ハフニウムとタングステンは豊富にある低価格の材料であり、これらの

耐熱性のエミッターの製造に使われたプロセスは確立されています。願わくは、この研

究結果が熱光起電力関係方面を刺激し、セラミックや検討されていなかった他の部類の

材料を見直すことにつながればと思います。」 
 
 本研究のその他の執筆者には、スタンフォード大学の Nicholas Sergeant 氏、Linxiao 
Zhu氏、Zongfu Yu氏、イリノイ大学のAndrew Cloud氏、Hailong Ning氏、Justin Mallek
氏、Berç Kalanyan 氏、Gregory Girolami 氏、John Abelson 氏、ノースカロライナ州

立大学の Mark Losego 氏、Gregory Parsons 氏がいる。 
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 本研究はスタンフォード大学の Global Climate and Energy Project、エネルギー省の

Light-Material Interactions in Energy Conversion Center が資金提供を行った。また、

国立科学財団及び Research Triangle Solar Fuels Institute により追加資金提供が行わ

れた。 
 
文：Mark Shwartz 氏/ Precourt Institute for Energy 
 
画像提供：Kevin Arpin 氏 
本記事は当初 Stanford Report で発表された。 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 広報部 勝本 智子） 
 
 
出典：本資料は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。 
“Scientists develop heat-resistant materials that could vastly improve solar cell 
efficiency” 
https://energy.stanford.edu/news/scientists-develop-heat-resistant-materials-could-va
stly-improve-solar-cell-efficiency  
(Used with Permission of Stanford University) 
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(1101-13) 
【蓄電池・エネルギーシステム分野(蓄電池)】  

 
仮訳 
 

リチウムイオン蓄電池が劣化する理由を解明(スイス） 

2013 年 10 月 17 日 
著者：Peter Rüegg 

 
 
リチウムイオン蓄電池の電極材料は、充放電時にそれぞれ膨張と収縮を行う。このような

体積の変化により粒子の破砕が起こり、蓄電池の寿命が短くなる。スイス連邦工科大学チ

ューリッヒ校(チューリッヒ工科大学)(EHT)とポール・シェラー研究所(PSI)の科学者グル

ープは、スイスライトソース (Swiss Light Source)の X 線断層撮影設備を使った高解像度

の 3D 動画を利用して、この現象の定量化に世界で初めて成功した。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

リチウムイオン蓄電池は、携帯電話、ラップトップコンピューターやデジタルカメラな

どほとんどのデバイスに利用されている。現在の蓄電池中の電極は、層間化合物

(intercalation compounds)として知られる活物質を含んでいる。この活物質は、大きな構

造的変化を経ること無くその化学構造中に電荷を蓄えるため、蓄電池を比較的長寿命で安

全なものにしている。しかし、層間物質には一つ欠点がある。それはそのエネルギー密度、

つまり単位体積・質量当たりの貯蔵可能なエネルギーの量が限られていることだ。 
 
 
 

充電時(1-3)、および放電時(3-4)に構造的な変

化を経る酸化スズ電極の粒子。（画像：Martin 
Ebner, Laboratory for Nanoelectronics, ETH 
Zurich）(拡大写真) 
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20 年間にわたるエネルギー密度のより高い蓄電池の開発において、科学者らはリチウム

と繰り返し合金化・脱合金化できる物質の実験を続けてきた。研究室レベルの実験結果で

は、このような物質を使った蓄電池は、層間化合物の数倍のエネルギー密度を持つことが

確認されている。しかし、そのような物質は寿命が限られているため、産業で実用されて

いないのが現状である。Laboratory for Nanoselectronics、IT・電気工学学部(D-ITET)の
博士課程の学生である Martin Ebner 氏は、「リチウム蓄電池の性能は通常、充放電の数サ

イクル後に衰え始めます。」と説明する。これは、充電時における最高で 3 倍の電極活物

質の大きな膨張によるものである。この活物質は放電時には再び収縮するが、元の状態に

戻らない。電極の粒子がバラバラになって電極構造が崩れ、破片は蓄電池との接点を失う。 
 
 
 

蓄電池作動中の X 線撮影 
 

このような複雑な電気化学的、機械的な電極の劣化現象をより深く理解し、より優れた

蓄電池開発の見識を得るため、Ebner 氏と D-ITET、Laboratory for Nanoelectronics を

率いる ETH の Vanessa Wood 教授は、作動中の蓄電池電極を非侵襲的に調査することが

必要であると考えた。そのため、D-ITET、Institute for Biomedical Engineering にて研

究職に就く ETH の Marco Stampanoni 教授が開発した画像ツールに支援を求めた。

Stampanoni 教授はまた、スイスライトソースにて、コンピューターで 3D 動画にアセン

ブル可能な高解像度の X 線画像を高速に取得できるシンクロトロン X 線照射である X 線

断層撮影(tomograhic x-ray) 顕微鏡ビームラインを管理している。 
 

研究者らは、15 時間にわたる充放電中の蓄電池内部を観察した。そして、蓄電池中で起

こっている劣化メカニズムを捕らえたユニークな 3D 動画を収集し、電極内の数千もの粒

子のそれぞれに起こっているプロセスを定量化した。この研究結果は Science 誌にて公表

される予定である。プレプリント版がオンラインの Science Express にて入手可能。 
 
 
 
構造的変化は不可逆的 

 

 研究データでは、充電時、リチウムイオンの流れ込みによる体積の増加で酸化スズ(tin 
oxide: SnO)の粒子が膨張することが示された。科学者らは物質のリチオ化が、粒子の表面

から中心に向かって均一に進行するコア-シェルプロセスとして起こることを実証した。こ

の反応をしている物質は、蓄えられた電荷量に比例して膨張する。X 線画像では、充電に

より粒子内に亀裂が形成され、粒子構造が不可逆的に破壊されていることが確認できた。 
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「この亀裂の形成は、ランダムに起こりません。」と Ebner 氏は強調する。結晶格子の欠

陥部分で、亀裂ができるのだ。放電中に粒子体積は減少するが、物質は二度とその元の状

態に戻らない。したがって、このプロセスは完全に可逆ではないのだ。 
 
 個々の粒子の体積の変化により、50μメートルから 120μメートルまでの電極全体の膨

張が起こる。しかし、電極は放電中には 80μメートルまでにしか収縮しない。この恒久的

な電極の形状変化は、電極を集合体にしているポリマー接着剤が高体積膨張する物質用に

最適化されていないということを示している。接着剤の変形により個々の粒子が電極から

解離して蓄電池が容量を失うため、これは蓄電池性能にとって大変重要である。 

 

 X 線断層撮影顕微鏡で粒子や電極の形態変化の知見を得たことに加えて、研究者らは 
この技術が定量的かつ空間的に分解された化学的な情報を得ることにも利用できることも

発見した。例えば、単一粒子レベルでのリチオ化のダイナミクスの違いについて調べ、そ

れを平均的な粒子の挙動と比較することで、蓄電池の電極について完全にその化学組成を

分析することができる。このアプローチは、蓄電池の性能に対し、粒子のサイズ、形状お

よび電極の均一性が与える影響について理解するのに極めて重要である。  
 
 蓄電池の作動に関するこのような見識は、スイスライトソースの最先端の X 線断層撮影

設備無しで成し遂げられことは不可能だったであろう。「蓄電池の作動を可視化することは、

X 線断層撮影の最近の進歩が無くては基本的に不可能でした。Stampanoni 教授とそのチ

ームが開発した世界的に通用する設備のおかげで、作動中の蓄電池を観察することができ

るのです。」と Wood 教授は熱心に言い添える。 
 
 
 
結晶性物質の代替 

 

 研究者らは今回、他の物質にも見られる一連の複雑な変化を経て、様々な蓄電池物質の

挙動に関するより深い理解を可能にすることから、モデル材料として結晶性の酸化スズを

選んだ。今回の研究成果により、体積膨張に耐性のある新たな電極物質や電極構造の開発

の基礎が得られた。Wood 教授にとって、この研究結果では結晶性の代わりに非結晶性

(amorphous)またはナノ構造の物質を使うことの利点が示されている。「新しい物質の開発

において、低コストで大量生産が可能となれば、それは産業的な興味のみからであること

も忘れてはなりません。しかし、非結晶性およびナノ構造の物質はイノベーションに十分

な余地を与えているのです。」と Wood 教授は強調する。 
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リファレンス 

 

Ebner M, Marone F, Stampanoni M, Wood V. Visualization and quantification of 
electrochemical and mechanical degradation in Lithium ion batteries. Science Express, 
published online 17th October 2013. DOI: 10.1126/science.1241882 
 
 

 

 
翻訳：NEDO（担当 広報部 松田 典子） 

 
 
出典：本資料は、スイス連邦工科大学チューリッヒ校 (Swiss Federal Institute of 
Technology Zürich(ETH Zürich), ETHLife: 
https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news.html))の以下の記事を翻訳したもの

である。 
“Team uses a cellulosic biofuels byproduct to increase ethanol yield” 
https://www.ethlife.ethz.ch/archive_articles/131017_li-ion-battery_per/index_EN  
(Used with Permission of the Swiss Federal Institute of Technology Zürich) 
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(1101-14) 
【材料・ナノテクノロジー分野（革新的材料・ナノテクノロジー）】 
 
仮訳 

 

 

電子産業におけるナノチューブの潜在能力を解き放つ(英国) 
 

著者：Ling Ge, DPhil (Oxon.) FRI MRSC 博士、Simon Levey 氏、Martin Sayers 氏 
2013 年 10 月 21 日 

 
 

 
 
 「ワンダー・マテリアル(奇跡の材料)」とされるカーボンナノチューブを用いた新た

なアプリケーション開発に必要な、電子インクの製造方法が実証された。 
 
 カーボンナノチューブは軽量で強度があり、導電性を有することから、タブレット型

コンピューターやタッチスクリーン携帯電話のような新たな電子デバイスの理想的な

構成要素となっているが、元々の絡まり合った状態から解きほぐさなければ使用できな

い。 
 

上記のビデオに登場するインペリアル・カレッジ化学学部の Stephen Hodge 博士と

Milo Shaffer 教授の 2 人は、研究室でカーボンナノチューブを解いて利用する方法や、

それを工業規模の生産要件を満たすようスケールアップする方法について述べている。 
 
 カーボンナノチューブは空洞のあるスパゲティに似た糸状のもので、グラフェンと同

様の単一素材でできており、厚さはわずか 1nm、長さは理論上無限に伸ばすことがで

きる。この「ワンダー・マテリアル」はグラフェンの特性を多く共有しており、これを

利用して有益な技術を生み出そうと、官民から多くの投資を呼び込んでいる。 
 
 ナノチューブに電荷を与えると、それぞれの糸をバラバラに引き離すことができる。

この方法によって、ナノチューブの整列と精製が可能となり、どの物質の表面でも均一

に層を沈着させることができる。 
 
 

ビデオリンク 
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 民間企業の Linde Electronics 社と共に研究を行い、導電性を有するカーボンナノチ

ューブインクを製造した。このインクで、薄型のテレビやコンピューター・スクリーン

の製造に使用される透明な超薄膜の上にカーボンナノチューブをコーティングする。 
 
 これはロンドン・ナノテクノロジー・センター(London Centre for Nanotechnology)
の Shaffer 教授と彼の同僚によって開発されたもので、このセンターにはインペリアル

特別研究員の Siân Fogden 博士や、UCL(ユニバーシティー・カレッジ・ロンドン)の
Chris Howard 博士と Neal Skipper 教授も所属している。 
 
 この研究内容については Nature Communications 誌及び ACS Nano 誌に詳述され

ている。 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 広報部 望月 麻衣） 
 
 
出典：本資料は、英国インペリアル・カレッジ・ロンドンの以下の記事を翻訳したもの

である。 
“Scientists untangle nanotubes to release their potential in electronics industry” 
http://www3.imperial.ac.uk/newsandeventspggrp/imperialcollege/newssummary/ne
ws_21-10-2013-11-56-14 
Used with Permission of Imperial College London 
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