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(1102-1) 
【材料・ナノテクノロジー分野(革新的材料・ナノテクノロジー)】 
【新エネルギー分野（太陽光発電）】等 
 
仮訳 
 

「ホワイトグラフェン」が高温下の錆を防止する(米国)  

ライス大学の研究者が、酸化から物質を保護する 6 方晶系窒化ホウ素のナノ薄膜を発見 
2013 年 10 月 7 日 

 
【ヒューストン】(2003 年 10 月 7 日)  6 方晶系窒化ホウ素(h-BN)の原子レベルの薄さ

の膜は、高温下でさえも膜下のものを酸化から保護するという役効用があることを、ラ

イス大学の研究者が発見した。 
 

時として「ホワイトグラフェン」と称される物質の原子 1 個又は数個の厚さの層は、

温度が最高摂氏 1,100 度(華氏 2,012 度)までの下で酸化、即ち錆から物質を保護し、十分

に産業利用が可能である。 
 
 材料科学者である Pulickel Ajayan 氏と Jun Lou 氏に率いられたライス大学の研究が、

本日(2013 年 10 月 7 日)、Nature Communications 誌にオンライン掲載された。 
 
 酸化防止は既にビッグビジネスとなっているが、ライス大学の研究所が提示した規模

の酸化防止に有効に取り組める製品はまだ現れていない。研究者は、規模拡大が容易（工

業生産用に適用が容易）な蒸着法を用いて、原子数個の厚さにすぎない大面積の薄膜を

製造する技術を見出した。 
 
 「これが 2 次元の材料にとって新たな可能性を開くと思います。」と語るのは機械工

学と材料科学の准教授である Lou 氏である。「誰もが電子デバイスあるいは光子デバイ

ス用のこうした材料について話題にしていましたが、これが大規模に実現されれば、広

範囲の利用が可能になるでしょう。」 
 
 タービンやジェットエンジンを始め、石油探査や海底など、薄さや軽量性が利点とな

る過酷な環境で、超薄の h-BN の保護が利用されるだろうが、損耗や摩耗が問題となる特

定のアプリケーションでは最適な厚さが必要となる、と Lou 氏は語った。 
 
 また、事実上透明なことから、太陽電池を風雨から保護するために利用可能である。

「基本的に、これは材料コーティングにとても便利な構造をしています。」と Lou 氏。 
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 研究者は、工業生産用に拡張可能なプロセスとされる化学蒸着法(CVD)を用い、h-BN
の小さいシートを作成した。最初に、ニッケル箔上に薄い物質を成長させ、それが高酸

素濃度の環境下で高温に耐えられることを発見した。また、グラフェン上で h-BN を成長

させ、h-BN シートを銅と鋼鉄に移動して同様の結果を得た。 
 
 「これらの層は超薄でありながら、これ程の高温に耐えられるというのは驚くべきこ

とです。」と Ajayan 氏は言った。「数ナノメートルの薄さで、完全な非侵襲性のコーテ

ィングをします。しかも、ほとんど場所を取りません。」 
 
 筆頭執筆者は、ライス大学ポスドク研究者の Zheng Liu 氏及び大学院生の Yongji Gong
氏である。共同執筆者は、ライス大学の大学院生の Lulu Ma 及びシニア主席研究員の

Robert Vajtai 氏、Wigner フェローの Wu Zhou 氏、オークリッジ国立研究所の staff 
scientist の Juan Carlos Idrobo 氏、アジレント・テクノロジー社の Jingjiang Yu 氏、シ

ンガポール国立大学のリサーチ・フェローでテキサス大学オースチン校のポスドク研究

者の Jeil Jung 氏、テキサス大学オースチン校 Sid W. Richardson Foundation Regents 
教授の Allan MacDonald 氏である。Ajayan 氏はライス大学の Mechanical Engineering 
and Materials Science and of chemistry の Benjamin M. and Mary Greenwood 
Anderson 教授である。 
 
The Army Research Office、the Office of Naval Research、ウェルチ財団、韓国機械・

材料研究所、国立科学財団、オークリッジ国立研究所及びエネルギー省が本研究の支援

を行った。 
 
 
論文のアブストラクト URL： 
http://www.nature.com/ncomms/2013/131004/ncomms3541/full/ncomms3541.html 
 
Twitter @RiceUNews でライス大学のニュース・メディアリレーションをフォロー 
 
関連資料： 
 
Ajayan 教授の研究グループ URL： http://www.owlnet.rice.edu/~rv4/Ajayan/ 
 
N3L の研究グループ(Lou 准教授)URL：http://mems.rice.edu/~jlou/ 
 
Rice technique points toward 2-D devices： 
http://news.rice.edu/2013/01/28/rice-technique-points-toward-2-d-devices-2/ 
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Hexagonal boron nitride sheets may help graphene supplant silicon：
http://news.rice.edu/2010/07/29/hexagonal-boron-nitride-sheets-may-help-graphene-s
upplant-silicon/ 
 
ダウンロード用画像： 
 

 
 
http://news.rice.edu/wp-content/uploads/2013/09/0923_HBN-1-web.jpg 
 

ライス大学の研究者は、1 原子膜厚の 6 方晶系窒化ホウ素(h-BN)のシートが、温度が

最高摂氏 1,100 度までの過酷な環境下で金属を（酸化から）保護できることを発見した。

最上段の画像は、高酸素濃度の環境下で高温に晒された後のコーティングされていない

ニッケルが酸化したもの。2 段目は、h-BN を 5nm の厚さでコーティングして同じ条件

に晒したニッケル。3 段目は、2 層、3 層、4 層及び多層の h-BN フィルムの電子顕微鏡

画像。下段は h-BN シートの窒素(明るい部分)とホウ素原子の 6角形の配列を示している。

(Credit: Zheng Liu/Rice University) 
 

 
 
http://news.rice.edu/wp-content/uploads/2013/09/0923_HBN-2-web.jpg 
 

ライス大学の研究者は、1 原子膜厚の 6 方晶系窒化ホウ素(h-BN)の薄膜が、温度が最

高摂氏 1,100 度までの過酷な環境下で金属を（酸化から）保護できることを発見した。

左の画像は、高酸素濃度の環境下で高温に晒された後のコーティングされていないニッ
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ケルが酸化したもの。左から 2 番目は、h-BN を 5nm の厚さでコーティングして同じ条

件に晒したニッケル。3 番目の画像は、2 層、3 層、4 層及び多層の h-BN フィルムの電

子顕微鏡画像である。右の画像は h-BN シートの窒素(明るい部分)とホウ素原子の 6 角形

の配列を示している。(Credit: Zheng Liu/Rice University) 
 
 

 

 
http://news.rice.edu/wp-content/uploads/2013/09/0923_HBN-3-web.jpg 
 
ライス大学の研究者が、6 方晶系窒化ホウ素(h-BN)が高温下で錆から金属を守ることを発

見した。上段の電子顕微鏡の画像は、高酸素濃度状態の摂氏 1,100 度の加熱炉で 30 分経

った後のコーティングされていないニッケル箔が酸化されたもの。下段は、同条件のニ

ッケルを透明な h-BN で 5nm の厚さでコーティングして保護したものである。(Credit: 
Zheng Liu/Rice University) 
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http://news.rice.edu/wp-content/uploads/2013/09/0923_HBN-4-web.jpg 
 
ライス大学の研究者が、6 方晶系窒化ホウ素(h-BN)の超薄膜が高温下で錆から金属を守る

と断言する。上段は、加熱炉で 30 分経過した後の酸化したステンレス鋼。下段は、同じ

温度下で h-BN のシートがステンレス鋼を保護したもの。(Credit: Zheng Liu/Rice 
University) 
 

 
 

翻訳：NEDO（担当 広報部 勝本 智子） 
 
 
出典：本資料はライス大学の以下の記事を翻訳したものである。 
“‘White graphene’ halts rust in high temps” 
http://news.rice.edu/2013/10/07/white-graphene-halts-rust-in-high-temps-2/ 
(Used with Permission of the Rice University) 
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(1102-2) 
【蓄電池・エネルギーシステム分野（蓄電池）】 
 
仮訳 

 
 

 
グラフェンのおかげ！ 

ライス大学がグラフェンを使って圧縮ガス貯蔵容器を改善(米国) 
 
ライス大学がグラフェンナノリボンをミックスして製造したポリマーは、車、

ソーダ、ビールへの適用可能性を秘めている 
 

【ヒューストン 2013 年 10 月 10 日】ライス大学で起きた発見が、圧縮天然ガスで

走る車の実現をより現実的なものにする。同様に、ボトルに入ったビールやソーダの保

存期間の延長も可能になるかもしれない。 
 
 ライス大学の化学者 James Tour 氏の研究室では、圧縮ガスの不浸透性の向上、及び

従来の金属製ガス容器の軽量化を目的に、ポリマー材料の強化が行われてきた。 
 
 安価な天然ガスを燃料とする乗用車の販売を促進する動きがある中、この(2 つの効果

の)コンビネーションは自動車産業にとって有益なものとなる。この効果は食料品や飲

料マーケットにも及ぶ可能性がある。 
 
 Tour 氏、及びライス大学、ハンガリー、スロベニア、インドにいる彼の仲間たちは、

アメリカ化学会(American Chemistry Society)が発行するオンライン版 ACS Nano 誌

の今週号に当該研究内容を発表している。 
 
 ライス大学の研究所は熱可逆性ポリウレタン樹脂(TPU)に、厚さが原子一個分の改良

グラフェンナノリボン(GNR)を加えることで、ガス分子の通過を 1000 倍困難にした、

と Tour 氏は言う。これは、材料を通じてリボンが均一に分散するために起こる。GNR
を通過できないガス分子が自由になるには、「複雑に入り組んだ通路」を通らなければ

ならない。 
 
 研究者たちは、硬いグラフェン 2 次元シートでガスを完全に密封することは可能でも、

それほど大量のグラフェン製造の実用化は未達成であると認識している、と Tour 氏は

言う。 
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 しかし、グラフェンナノリボンは既に存在する。Tour 氏によるブレークスルーで、

2009 年に初めて Nature 誌で公開され、産業生産用にライセンスを供与された

「unzipping(解体)」技術によって、多層カーボンナノチューブを GNR に変えることが

できる。「大量に生産できているので、(ガス)容器も安くなるでしょう。」と彼は言う。 
 
 ライス大学の院生 Changsheng Xiang 氏に統率された研究者たちは、ヘキサデカン、

及び、硬質材料と軟質材料とを化学結合させたポリウレタンのブロック共重合体である

TPU の 2 種類で調合処理された GNR を用いて溶媒キャスト法によって、複合材料薄

膜を製造した。複合材料の重量のうち、化学処理された GNR はわずか 0.5%と微量で

ある。しかし重複幅が 200～300nm となるリボンは分散に優れており、ガス分子の容

器に用いられている1枚続きの大きなグラフェンシートと同等の効果を発揮した。GNR
の幾何学的形状は、その複合材合成プロセスにおいてグラフェンシートよりも非常に優

れた性能を生む。 
 
 彼らは、GNR/TPU 膜で仕切り、片面は圧縮窒素に、もう一方の面は真空にそれぞれ

接するテストを行った。GNR を含まない膜では、約 100 秒後に圧力がゼロになり、窒

素が真空室へ逃げてしまった。GNR を 0.5％含んだものでは、1000 秒を超えても圧力

に全く変化がなく、18 時間を超えてようやく僅かに降下した。 
 
 応力歪みテストでも、0.5％の(GNR 含有)率がポリマー強度の強化に最適であること

が判明した。 
 
 「容器の強度を増して、ガスの浸透を防ぐというアイデアです。」と Tour 氏は言う。

「自動車メーカーが天然ガスで走行する車を検討するようになってから、このアイデア

の重要度は増しています。金属製容器で加圧された天然ガスを取り扱うことは可能です

が、多くの場合、自動車メーカーの希望する重量を大幅に超えてしまうでしょう。」 
 
 この材料で、食料品のパッケージにおける長期保存問題の解決も期待できるという。 
 
 「子供の頃、風船が次の日にしぼんでいたのを覚えているでしょう？あれは、ガス分

子がゴムやプラスチックを通過してしまって起こるのです。」と Tour 氏は言う。「ソー

ダ用プラスチックボトルの製造方法を突きとめるのに、科学者たちは数年を費やしまし

た。炭酸の泡を密封できるプラスチックの製造方法が分かるまで、ガラスビン以外で炭

酸飲料を飲むことはできなかったのです。今でも、ソーダボトルの気は数ヶ月で抜けて

しまいます。」 
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 「ビールにはもっと大きな問題があって、言ってしまえば、逆の現象が起きます。」

と彼は言う。「酸素分子がプラスチックを透過して、ビールを劣化させてしまうのです。」

効果的な不浸透性を有するボトルであれば醸造酒を新鮮に保つことができ、商品棚に陳

列できる期間を延ばすことができる、と Tour 氏は言う。 
 
 この論文の共著者は、ライス大学の院生 Daniel Hashim 氏、Zheng Yan 氏、Zhiwei 
Peng 氏、Chih-Chau Hwang 氏、Gedeng Ruan 氏、Errol Samuel 氏、同大の卒業生

Paris Cox 氏、同大の元ポスドク研究員で現在はスロベニアのリュブリャナ大学で准教

授を務める Bostjan Genorio 氏、ハンガリーのセゲド大学で化学准教授を務める Akos 
Kukovercz 氏、同大の Department of Applied and Environmental Chemistry(応用環

境化学部)部長 Zóltan Kónya 氏、インドのコーチン科学技術大学の研究員 Parambath 
Sudeep 氏、ライス大学の senior faculty fellow である Robert Vajtai 氏、そして同大の

特別教授(the Benjamin M. and Mary Greenwood Anderson Professor in Mechanical 
Engineering and Materials Science and of chemistry)である Pulickel Ajayan 氏。Tour 
氏は、同大の機械工学･材料科学部及び情報工学部の教授であると同時に、T.T. and W.F. 
Chao 化学科教授でもある。 

 
 University Technology 社を介した Air Force Research Laboratory、Office of Naval 
ResearchのMURIプログラム、そしてAir Force Office of Scientific ResearchのMURI
プログラムが当該研究の支援を行った。 
 
 
 
要約：http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nn404843n 
ライス大学ニュース･メディア関連（Twitter）：@RiceUNews 
 
 
関連資料： 
Tour Group at Rice：http://www.jmtour.com 
Rice researchers unzip the future：
http://news.rice.edu/2009/04/15/rice-researchers-unzip-the-future/ 
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ダウンロード用画像： 
 

http://news.rice.edu/wp-content/uploads/2013/10/1014_GAS-1-web.jpg 
 
 ライス大学で製造された複合材料はガスをほとんど通さず、自動車用圧縮天然ガスの

効率的な貯蔵方法の実現を導く可能性がある。電子顕微鏡で真横から撮影された 65μ
m 幅のポリマー膜には改良された少量のグラフェンナノリボンが含まれており、ガス分

子を「複雑に入り組んだ通路」へと誘導する。(クレジット：Changsheng Xiang 氏／

ライス大学) 
 

http://news.rice.edu/wp-content/uploads/2013/10/1014_GAS-2-web.jpg 

 
 改良されたグラフェンナノリボンポリマーの拡大断面図では、リボンが白いドットの

ように材料に分散し、ガス分子の通過を効果的にブロックしている様子が確認できる。

ライス大学で製造されたこの材料は、軽量かつ丈夫な容器での圧縮ガス貯蔵や、食料品

パッケージに利用できる見込み。(クレジット：Changsheng Xiang 氏／ライス大学) 
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http://news.rice.edu/wp-content/uploads/2013/10/1014_GAS-3-web.jpg 
 
 ブロック共重合体に組み込まれたグラフェンナノリボンの電子顕微鏡画像。ライス大

学で製造された複合材料は、圧縮天然ガス容器や食料品パッケージとしての利用が期待

されている。(クレジット：Tour Group／ライス大学) 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 広報部 望月 麻衣） 
 
 
出典：本資料は、米国ライス大学の以下の記事を翻訳したものである。 
“Tanks, graphene! Rice advances compressed gas storage” 
http://news.rice.edu/2013/10/10/tanks-graphene-rice-advances-compressed-gas-stor
age/ 
Used with Permission of the Rice University 
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(1102-3) 
 
【蓄電池･エネルギーシステム分野（蓄電池）】 
 
仮訳 

 
シリコンチップに電力を貯蔵する新デバイス（米国） 

 
公表日：2013 年 10 月 22 日（火） 

太陽が照っているとき以外でも、いつでも電力を生み出す太陽電池。数秒で再充電し、

次の充電までの間の何週間も作動する蓄電池を内蔵する携帯電話。 
 
 これらは、ヴァンダービルド大学の材料科学者が発明した斬新なスーパーキャパシタに

よって実現する可能性のある 2 例であり、本内容は 10 月 22 日発刊の学術誌『Scientific 
Reports』に掲載された論文で述べられている。 
 
 これはシリコンから作られた初のスーパーキャパシタで、このキャパシタが電力を供給

するマイクロエレクトロニクス回路と共にシリコンチップに組み込むことが可能である。

実際に、現在の太陽電池、センサー及び携帯電話に使われる余分なシリコンからこれらの

蓄電池を構築することが可能になり、大幅なコスト節約となる。 
 

特別な炉の隣にあるのが多孔質の表面のシリコンチップ。スーパーキャパシタの電極を作るためにグラフ

ェンでコーティングされているところ。(Joe Howell / Vanderbilt) 
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 本開発を率いた機械工学准教授の Cary Pint
氏は、次のように語る。「専門家にシリコンから

スーパーキャパシタを作ることについて質問し

たら、それは馬鹿げた考えだと言われるだろう。

しかし、我々はそれを実行する容易な方法を発

見したのだ。」 
 
 蓄電池が化学反応でエネルギーを貯蔵するの

と異なり、“スーパーキャパシタ”は、多孔質材

の表面にイオンを集めることで電力を貯蔵する。

結果として、それらは数時間ではなく数分で充

放電し、蓄電池のような数千サイクルではなく

数百万サイクルで作動することになる。 
 
 これらの特性により、活性炭から作られる商業化されたスーパーキャパシタが、バスや

電気自動車の再生式ブレーキシステムによって得られるエネルギーを貯蔵するようなニッ

チ市場を獲得し、また変化する風の状況に対して巨大な風力タービン翼を調整するのに必

要な突発的な力を提供することが可能となる。スーパーキャパシタは、リチウムイオン蓄

電池の電力貯蔵能力に未だ後れを取っており、大抵の消費者向けデバイスに電力を供給す

るには、あまりにも大きくて扱いにくくなってしまう。しかし、スーパーキャパシタは急

速に追い上げつつある。 

グラフが表しているのは、多孔質シリコン(P-Si)製キャパシタと、グラフェンでコーティングし

た多孔質シリコンと炭素ベースの商業用キャパシタの出力密度（ワット毎キログラム）とエネル

ギー密度（ワット･アワー毎キログラム）。(Cary Pint / Vanderbilt) 

准教授 Cary Pint 氏（Joe Howell / 
Vanderbilt） 
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 スーパーキャパシタのエネルギー密度を改善する研究は、グラフェンやナノチューブの

ような炭素ベースのナノ材料に焦点を当てている。なぜならこれらのデバイスは電極の表

面に電荷を貯蔵するため、エネルギー密度を増加させる方法は電極の表面積を増やすこと

であり、そしてそれはナノスケールのリッジ（うね）や細孔で埋め尽くした表面を作るこ

とを意味する。 
 
 Pint 氏はこう語る。「この方法にとって大きな課題は、材料を組み立てることだ。どん

な管理水準でも、ナノスケールの基礎材料から高性能で機能的なデバイスを構築すること

は非常に挑戦的であることは判っており、一度できても再現することは困難である。」 
 

 
 そこで Pint 氏と、大学院生の Landon Oakes 氏、Andrew Westover 氏、ポスドク研究

員の Shahana Chatterjee 氏を含む研究チームは、根本的に異なる方法を取ることを決め

た。それは、シリコンウェハーの表面を電気化学的にエッチングすることで作られた制御

可能で明確なナノ構造を有する材料である多孔質シリコンを用いることだった。 
 
 このことにより、彼らはスーパーキャパシタの電極にとって最適なナノ構造を有する表

面を作り出すことができたが、重要な問題が残っていた。シリコンは電気を貯蔵するため

のイオンを提供する電解質中の化学物質とすぐに反応してしまうため、一般的にスーパー

キャパシタで使用するには不適切であると見なされているのだ。 
 

シリコン･スーパーキャパシタの研究グループ（左から右へ）：Landon Oakes 氏、Shahana 
Chatterji 氏、Andrew Westover 氏、Cary Pint 氏 (Joe Howell / Vanderbilt) 
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 炭素ナノ構造を成長させた経験とともに、Pint 氏のグループは多孔質シリコンの表面を

炭素でコーティングすることに決めた。Pint 氏はこう語る。「我々は、何が起こるか全く

分からなかった。通常は、研究者は摂氏 1400 度を超える温度で、グラフェンを炭化ケイ

素材から成長させる。しかし、それより低い温度－摂氏 600～700 度－では、グラフェン

のような物質の成長は期待していなかった。」 
 
 研究者が炉から多孔質シリコンを引き出すと、それがオレンジから紫や黒に変化してい

るのを発見した。精度の良い走査型電子顕微鏡でそれを調べると、元の材料とほとんど同

一に見えるが、数ナノメートルの薄さのグラフェン層でコーティングされていることを発

見した。 
 
 コーティングされた材料を検査すると、その材料はシリコン表面を化学的に安定させて

いることが判明した。スーパーキャパシタを作るのにそれを利用すると、グラフェンコー

ティングはコーティングされていない多孔質シリコンから作られたものと比較して 2 桁超

もエネルギー密度を向上させ、商業用スーパーキャパシタより大幅に改善されていること

が確認された。 
 

 グラフェン層は、原子レベルの薄さの保護

皮膜の機能を果たしている。Pint 氏とグルー

プは、この方法がグラフェンに限定されたも

のではないと強調する。「多孔質材料を設計す

る上で得た制御された原子レベルの薄層材料

で材料表面を操作する能力は、エネルギー貯

蔵を超えた様々な用途の機会を切り開く。」と

Pint 氏は語る。 
 

「我々は素晴らしいデバイス性能を実現し

たものの、記録的な性能を有するデバイスを

作ることは我々の目標ではなかった。我々の

目標は、総合的なエネルギー貯蔵のロードマ

ップを作り上げることだった。シリコンは、

多くの現代的技術や応用の基盤であるため、

重点的に取り組むには理想的な材料である。

加えて、薄膜シリコンウェハーを作ることは

非常に高価で無駄が多く、既存のデバイスの

中のシリコンの大部分は使われていない状態

である。」と Pint 氏は述べる。 
 

透過型電子顕微鏡によるグラフェンでコーテ

ィングされた多孔質シリコンの表面画像。コー

ティングは、グラフェンの薄い 5～10 層から成

っている。グラフェンは直径 2～3 ナノメート

ル未満の孔を埋め、下にあるシリコンのナノス

ケール構造を変化させることはなかった。 
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 Pint 氏のグループは、未使用の太陽電池の裏面やセンサー等の余剰材料で構成できるエ

ネルギー貯蔵を開発するための方法を現在用いている。スーパーキャパシタは太陽電池が

日中に作り出した余剰電力を貯蔵し、午後の電力需要がピーク時にそれを放出する。 
 
 Pint 氏はこう語る。「現在の環境で我々を特徴づけている全てに、電気が必要である。

電力貯蔵を既存の材料やデバイスとどんどん組み合わせていけば、それらはますますコン

パクトで効率的になっていく。」 
 
 研究員の Jeremy Mares 氏、大学院生の William Erwin 氏、化学・高分子工学准教授の

Rizia Bardhan 氏、電気工学及び情報工学准教授の Sharon Weiss 氏もまた、本研究に寄

与している。そして本研究は、米国国立科学財団の助成金 CMMI 1334269 及び EPS 
1004083、そして陸軍研究局（Army Research Office）の助成金 W911BF-09-1-0101 によ

って資金提供を受けた。 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 広報部 室井 紗織） 
 
 
出典：本資料は、米国・ヴァンダービルド大学（Vanderbilt University）の以下の記事を

翻訳したものである。 
“New device stores electricity on silicon chips” 
http://news.vanderbilt.edu/2013/10/device-electricity-silicon-chips/ 
Used with Permission of Vanderbilt University 
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(1102-4) 
 
【新エネルギー分野（燃料電池・水素）】 
 
仮訳 

 
スタンフォード大学が（固体酸化物形）燃料電池の開発で、 

世界記録の低温度で世界記録の出力密度を達成（米国） 
凹凸に再設計された固体酸化物の膜により反応の表面積が広がり性能が向上 

 
 
 より速く、より小さく、より低温に。ナノテクノロジー

の研究者は、単語に「より～」を付けるのが大好きだ。し

かしスタンフォード大学工学部 Nanoscale Prototyping 
Laboratory の教授 Fritz Prinz 氏は、むしろ「最も～」の

方が好きであると認める。 
 
 Prinz 氏は、記録的な低温度で、1 平方インチ当たり最

高のエネルギー出力を行える固体酸化物形燃料電池（solid 
oxide fuel cell：SOFC）を作り出したチームを主導した。 
 
 米国エネルギー省（DOE）は、今後のクリーンなエネル

ギー源として、SOFC に関心を抱いている。国内の燃料資

源を活用するに当たり、これらの燃料電池は大規模な石油を燃料とするエネルギー生産の

支援や、代替となる可能性がある。それを実現するには、燃料電池がより効率的に、より

低温で作動するよう作る必要がある。 
 
 スタンフォード大学のチームは、この目標に向け前進しており、『Nano Letters』の最

新号にて画期的な発見を発表した。また学術誌『Science』では、Editors’ Choice として

本研究の特集が出された。 
 
 この記録的な性能は、10 年以上に渡り多数の学生によって行われた研究の成果である。

本研究は、1999 年に本田技研工業株式会社が Prinz 氏に直接依頼して開始された。 
 
 「彼らはより良い燃料電池が欲しかったのだ。」と、同氏は振り返る。DOE によると、

SOFC は自動車の補助動力源として有力な候補でもある。 
 
 

Fritz Prinz 氏 
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 SOFC は、積み重ね可能なユニット又はセルに区分される。それぞれのセルは、燃料供

給、酸素供給、エネルギー生産反応を促進させる特別な膜という 3 つの構成要素から成る。 
 
 燃料は一般的には水素か天然ガスであり、小型の容器やタンクから供給される。酸素は

空気から得る。燃料を酸素と分離しているのは、固体酸化物材料から作られた膜である。

その膜が、負に帯電した酸素イオンをセルの酸素側から燃料側に輸送する 
 

 その膜は白金粒子でうっすらとコーティングされる。膜の酸素側で、これらの粒子によ

って、中性の酸素粒子が負に帯電した酸素イオンに分解されるのを助ける。固体酸化物材

は、膜を通じてこれらのイオンを燃料側に運ぶ。一度そこで、これらのイオンが燃料と反

応すると、電気の粒子の基である電子を解放する。その後、解放された電子は、電球やス

マートフォン、車のようなデバイスに導線により供給される。 
 
 スタンフォード大学の研究チームは、近年の燃料電池技術における差し迫った課題の解

決に乗り出した。イオンは、温度が高いほど早く移動することから、デバイスは熱いほど

効率良く作動する。近年のセルは、摂氏 500 度、華氏約 900 度を優に上回る温度で一般的

に作動する。これは 1 セント硬貨の亜鉛を容易に溶かす熱さである。 
 
 炉や蓄電池式ヒーターといった外部エネルギー源は、イオンが膜を通って移動するため

の始動用の熱を供給する。一度酸素と燃料が反応すると、反応により燃料電池の作動を保

スタンフォード大学のエンジニアが開発したこのざらざらして凹凸のある膜は、この大きさの中
では最も強力で低温で作動する固体酸化物燃料電池の中心的存在である。/『出力密度 1.3W/cm2、
作動温度 450℃の SOFC 二層 3D ナノ構造』より（Reprinted with permission from An, J.; Kim, 
Y.-B.; Park, J.; Gür, T.M.; Prinz, F.B. Three-Dimensional Nanostructured Bilayer Solid 
Oxide Fuel Cell with 1.3 W/cm2 at 450 ℃. Nano Lett. 2013,13, 4551-4555. Copyright 2013 
American Chemical Society.） 
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つため、燃料電池に戻す熱を発生する。燃料電池を作動する温度を下げることは、十分に

高い反応率や十分に速いイオン流動を保つのに必要なエネルギー量を削減することになる。

また、これにより燃料電池構成において用いられる材料リストが拡大し、それによってよ

り価格の低い、より頑丈な設計が実現する。 
 
 しかし、良い面の一方、悪い面もある。温度を低くすることは、反応率がより遅くなり、

イオン輸送が遅くなるのだ。Prinz 氏と研究チームは、速度の遅いイオンによってシステ

ムの効率性を損うことなく、燃料電池をより低温で作動させたかった。その鍵は、より低

温で効率良く酸素イオンを伝導する固体酸化物膜の再設計であった。 
 
 スタンフォード大学ポスドク研究者で、Nano Letters 掲載の論文の第一著者である

Jihwan An 氏はこう語る。「酸素こそ障壁である。だからこそ我々の取り組みやイノベー

ションの多くが、膜の酸素側に焦点を当てているのだ。」 
 
 従来型の SOFC の膜は、平面である。平らな膜は作るにはより容易ではあるが、最も効

率的な空間利用法ではないとスタンフォードの研究者は考えた。 
 
 そこで彼らは、究極の固体酸化物膜に向けて、いくつかの改善を行った。 
 
 まず、酸素イオンを輸送する表面を広げるため、膜に凹凸を施した。その後、これらの

凹凸の表面を紙やすりのようにざらざらにすることで、固体酸化物と電荷した酸素の接点

をさらに増加させた。さらなる改善として、イオンが燃料側へ移動するのを容易にする極

薄膜を作った。Nano Letters で発表されたこの膜は、厚みが 60 ナノメートルで、セロフ

ァンのおよそ 200 倍超の薄さである。 
 
  スタンフォード大学のエンジニアは、本研究の燃料電池の効率を向上させるために、さ

らにもう 1 つの特徴を追加した。イオンを膜へ誘導するのを助ける新たな触媒で、膜をコ

ーティングしたのである。 
 
 最後に、彼らは膜の表面を粗くして、酸素イオンが反応時に吸収される機会をより多く

増やすのと同じ理由から、触媒層にそれ自身のナノサイズの凹凸を加えた。 
 
 本論文の他の著者に、スタンフォード大学材料科学･工学の大学院生 Joonsuk Park 氏、

材料工学科の顧問教授 Turgut Gür 氏、そして責任執筆者に韓国の漢陽（Hanyang）大学

の教授 Young-Beom Kim 氏がいる。Gür 氏は、スタンフォード大学率いる DOE-EFRC（エ

ネルギーフロンティア研究センター）の「Center for Nanostructuring for Efficient 
Energy Conversion（エネルギー高効率転換のためのナノ構造センター）」のエグゼクティ

ブ･ディレクターでもある。 
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 本研究の新たな技術によって、SOFC が性能を落とさずに作動温度を更に低下する方向

へ前進すると Prinz 氏は確信している。これらは、SOFC が将来的に電力供給を商業化す

る上での極めて重要なステップとなる。 
 
 「我々は自然なものが高度なエネルギー効率に解決される程度に関心がある」と、Prinz
氏は語った。 
 
2013 年 10 月 21 日 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 広報部 室井 紗織） 
 
 
出典：本資料は、スタンフォード大学（Stanford University）の以下の記事を翻訳したも

のである。 
“Stanford engineers develop fuel cell that can deliver record power-per-square inch at 
record-low temperatures” 
http://engineering.stanford.edu/research-profile/stanford-engineers-develop-fuel-cell-c
an-deliver-record-power-square-inch-record-lo 
Used with Permission of Stanford University 
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(1102-5) 
【新エネルギー分野(太陽電池)】  
【電子情報通信分野(家電)】  

 
仮訳 

 
アリゾナ州立大学、共同研究により 

太陽電池効率のブレークスルーを達成(米国） 

2013 年 10 月 25 日 
 
 結晶が、車のヘッドライトの目に刺ささる鋭

く氷のような青い光の基盤を作っていること、

そして次世代太陽エネルギー技術の基礎となる

可能性を持つことをご存じだろうか？ 
 
 結晶はダイオードの要である。クォーツ（石

英）に観られるような自然にできたものではな

く、例えばインジウム窒化ガリウム、つまり

InGaN などの人工的に形成された合金だ。この

合金は、可視領域の照明や青-紫外線領域のレー

ザーダイオード (LDs) の発光ダイオード

(light-emitting diode: LEDs)の発光部分である。 
 
 結晶品質、発光効率や輝度が高い、より優れ

た結晶の研究開発は、アリゾナ州立大学

(Arizona State University: ASU)の物理学部の

Fernando Ponce 教授のグループに所属する研

究者、Alec Fischer 氏、そして博士課程の学生である Yong Wei 氏が実施している研究の

要でもある。 
 
 科学誌 Applied Physics Letters に最近掲載された論文では、太陽電池技術の記録的な変

換効率実現の可能性を持つダイオード用の InGaN 結晶を成長させる新しい技術の基本的

側面について、ASU の研究グループがジョージア工科大学 (Georgia Institute of 
Technology: Georgia Tech)の Alan Doolittle 教授の率いる科学者チームと共同で発表して

いる。 
 
 

クリックして画像をダウンロード 
写真は緩和した状態の InGaN/GaN界面の原

子配列。アリゾナ州立大学とジョージア工科

大学の研究は、原子層毎の結晶成長が記録的

な PV セル技術の効率達成に繋がる可能性を

示す。 

写真提供：Arizona State University 
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太陽エネルギーが具体化する 

 
 InGaN 結晶は、サファイヤの基板上にサンドイッチのような配列で層毎に成長させる。

研究者らは大抵の場合、大きな歪みや成長の停止、合金の化学組成の変動など、原子レベ

ルの各層が様々な状態となることを発見する。 
 
 「このような歪みを軽減して、InGaN の組成の均一性を向上させることが必要です。」

と Ponce 教授は言う。「しかし、それが困難なのです。これらの層を成長させることは、（蜂

の巣の）各個室(セル)のサイズの異なる 2 つの蜂の巣をぴたりと重ね合わせるようなもの

ですから。つまりそこではサイズの違いでセルの周期的な配列が乱れているのです。」 
 
 前述した論文で概説されているように、論文著者らは分子のパルスを導入して望みどお

りの合金組成を作る技術を開発した。Doolittle 教授が開発した方法は、金属変調エピキタ

シー法(metal-modulated epitaxy)と呼ばれるものだ。「この技術により原子レベルで物質

を層毎に成長させることができます。」と Ponce 教授は説明する。 
 
  原子配列と光度のナノスケール分析は、本研究論文の筆頭著者および Wei 氏が実施し

た。その結果、このエピタキシー法で成長させた膜は全てほぼ理想的な特性を持つことが

わかり、一番目に成長させた結晶の原子層の歪みの軽減から予期せぬ結果が現れた。 
 
 「Doolittle 教授のグループは、より均一性があって格子構造が整合している最終的な結

晶を作り、完璧な結晶に近い膜を作ることに成功しました。」と Ponce 教授は言い、次の

ように続ける。「また、その光度も完璧な結晶のものに近くなりました。この分野で研究し

ている者には信じられない結果です。」 
 
 
 
完璧な太陽電池が可能に？ 

 
 ASUとGeorgia Techの研究チームが解決不可能に思える 2つの欠陥(不均一な組成と不

整合な格子配列)を取り除いたこの結果は、高性能かつ高効率な LEDs や太陽光発電機器の

開発が可能となることを意味している。 
 
 「記録的な太陽電池の実現にはまだほど遠いのですが、このブレークスルーは発光デバ

イスに直接的かつ継続的な影響を与え、地球上で 2 番目に豊富に存在する半導体ファミリ

ーであるⅢ族元素の窒化物半導体を太陽電池開発の分野でのリアルプレイヤーたらしめる

可能性を持っています。」とDoolittle教授は説明する。Georgia TechのSchool of Electrical  
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and Computer Engineering にはまた、Michael Moseley 氏および Brendan Gunning 氏

が在籍する。この新技術は、現在特許出願中である。 
 
 この共同研究は、米エネルギー省(Department of Energy: DOE)及び米国立科学財団

(National Science Foundation: NSF)が資金を提供する ASU の Engineering Research 
Center for Quantum Energy and Sustainable Solar Technologies によって実施された。 
2 つの研究グループをまとめるこの Center は、ASU の Ira A. Fulton Schools of 
Engineering の Christiana Honsberg 教授が管理している。太陽光発電効率を向上させて

商業生産規模に拡大可能なデバイスの製造を支援することを目的に、この Center は主要

な太陽エネルギー発電企業と協力体制を確立し、米国、アジア、ヨーロッパおよびオース

トラリアの有名な大学間の連携を促進する。この Center はまた、太陽を利用した電源供

給におけるエキサイティングな課題に対する関心を高めるため、新しい大学講座、地域の

小学校との協力体制確立や公的なイベントの実施を含み、学生たちに教育的機会のプラッ

トフォームを提供している。 
 
本物理学部は、ASU の College of Liberal Arts and Sciences の一学部である。 
 
コンタクト： 
Peggy Coulombe, Margaret.Coulombe@asu.edu 
(480) 727-8934 
College of Liberal Arts and Sciences 
 
 
 

 
翻訳：NEDO（担当 広報部 松田 典子） 

 
 
出典：本資料は、米・アリゾナ州立大学 (Arizona State University)の以下の記事を翻訳

したものである。 
“ASU collaboration creates breakthroughs for solar cell efficiency” 
https://asunews.asu.edu/20131025-solar-cell-efficiency-boost   
Used with Permission of the Arizona State University 
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(1102-6) 
【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 

 
 

ナノスケール工学で量子ドット LED の性能向上(米国) 
 
量子ドットとはナノサイズの半導体粒子のことで、その大きさを調整するだけで発光色

を変えることができる。 

 
2013 年 10 月 25 日 

 
トンネルの終わりにある照明をより効率的にするには 

 

 【ニューメキシコ州 LOS ALAMOS、2013 年 10 月 25 日】ロスアラモス国立研究所

のチーム(Nanotechnology and Advanced Spectroscopy)が行った最近の研究によって、

量子ドット LED(QD-LED)分野で劇的な進化が起こるかもしれない。 

 
ポスドク研究員のYoung-Shin Park氏がロスアラモス国立研究所内の光学研究室でLED発光スペクトルの特性

評価を行っている様子。 
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 量子ドットとはナノサイズの半導体粒子で、その粒子の大きさを調節するだけで発光

色を変えることができる。ほぼ一定の発光量子収率と狭い発光バンドを特徴として有し

ており、これによって優れた色純度がもたらされる。新たな研究では、特に光生成と競

合する無駄な電荷キャリア相互作用を減らすために設計された新世代の量子ドットを

使って QD-LED を改良することを目的としている。 
 
 「QD-LED は、白熱電球といった一般的な照明技術よりも多くの点で、特に効率性、

耐用年数及び発光色においては優位性を持つ可能性を秘めています。」と、ロスアラモ

スの Victor Klimov 氏は言う。 
 
 白熱電球は電気エネルギーの 10％しか照明に変換できず、90％を熱として浪費して

いることで知られており、世界中で急速に浪費の少ない蛍光光源に取って替わられてい

る。しかし、最も効率的な変換方法は、LED 等のエレクトロルミネッセント・デバイ

スを使って電気を光に直接変換するアプローチである。 
 
 コロイド状量子ドットは、特にスペクトルが狭く、発光が調整可能であり、製造プロ

セスが容易であることから、LED 技術にとって魅力的な材料である。この 10 年で

QD-LED に関する活発な研究はその性能に飛躍的な改善をもたらし、製品化に必要な

条件をほぼ満たすところまで到達した。この分野における一つの大きな課題が、大電流

で効率が落ちる「効率のロールオフ」と呼ばれる現象である(「droop」現象とも呼ばれ

る)。 
 
 「この droop 問題は、特に照明アプリケーションに必要とされる輝度の実用的なレベ

ルの実現を困難にします。」とナノテク研究チームのポスドク研究員である Wan Ki Bae
氏は言う。 
 
 稼働中の QD-LED に関する分光学的研究を行うことで、ロスアラモスの研究者たち

は効率を損なう主な原因がオージェ再結合と呼ばれる効果であると確証した。このオー

ジェ再結合プロセスでは、光子として発光される代わりに励起された電子と正孔の再結

合から得られたエネルギーが過剰電荷に変換され、その後、熱として消散される。 
 
 論文” Controlling the influence of Auger recombination on the performance of 
quantum-dot light-emitting diodes”が 10 月 25 日に Nature Communications に掲載

されている。さらに、QD-LED 分野とオージェ効果の役割に関する概要記事が 9 月に

発表された Materials Research Society Bulletin, Volume 38, Issue 09 に掲載されてい

る。どちらもロスアラモスのナノテク研究チームの研究者たちによる著述である。 
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当該研究では QD-LED における効率損失メカニズムを同定するだけでなく、セレン

化カドミウムをコアに硫化カドミウムの外殻を被せた光る量子ドットをベースとした

QD-LED の問題を回避するための、異なる二通りのナノ工学手法の実証も行ったと

Klimov 氏は述べている。 
 
 一つ目はオージェ再結合自体の効率を低下させる目的で、個々の量子ドットのコア／

外殻界面に硫セレン化カドミウム合金でできた薄い層を組み込む手法である。 
 
 二つ目は量子ドット自体に流れ込む余分な電子を巧みにコントロールすることで不

均衡な電荷の問題に取り組む手法である。これは個々の量子ドットを硫化亜鉛カドミウ

ムの薄膜でコーティングすると電子注入の選択的な阻害が可能となるため実施できる。

ナノテク研究チームの化学者 Jeffrey Pietryga 氏は次のように述べている。「電子と正

孔の注入電流の適切な調整が、量子ドットを電荷中性状態で維持することを助け、オー

ジェ再結合の活性化を阻害することができます。」 
 
 この研究は米国エネルギー省(Department of Energy)科学局(Office of Science)から

資金提供を受けて行われたものである。 
 
関連画像 

 
 
 

翻訳：NEDO（担当 広報部 望月 麻衣） 
 
 
出典：本資料は、米国ロスアラモス国立研究所の以下の記事を翻訳したものである。 
“Nanoscale engineering boosts performance of quantum dot light emitting diodes” 
http://www.lanl.gov/newsroom/news-releases/2013/October/10.25-quantum-dot-ligh
t-emitting-diodes.php 

 
透過電子顕微鏡(TEM)による実際の量子ドットデバイス構造断面図 
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(1102-7) 
【新エネルギー分野(バイオマス)】  

 
仮訳 

より優れた酵素のカクテルが 
植物を燃料により速く変換する (米国） 

菌でエネルギーを取り出す 

2013 年 11 月 4 日 
Tom Rickey パシフィック・ノースウェスト国立研究所(PNNL) (509) 375-3732 

 
ワシントン州 リッチランド – トウモロコシの茎や木片などをバイオ燃料に変換する

酵素のブレンドの開発を行う科学者らが、それを飛躍的に加速させる試験方法を開発した。 
 
 2013 年 10 月に Molecular BioSystems 誌に掲載されたこの新しい研究は、豊富に存在

して食糧供給には属さない植物からバイオ燃料を造る世界的な研究開発活動の一環である。

このようなバイオ燃料製造は現在可能ではあるが、製造プロセスに高いコスト、労力、長

い時間がかかっている。この度、米エネルギー省(Department of Energy: DOE)のパシフ

ィック・ノースウェスト国立研究所の化学者らによる発見が、現在数ヶ月かかっているラ

ボでの(測定)調査が数日で済むようになり、バイオ燃料開発において現在より多くのオプ

ションを評価することができるようになる可能性を開いた。 
 
 現在のバイオ燃料研究開発の多くは、トリコデルマ・リー

ゼイ(Trichoderma reesei)と呼ばれる糸状菌に関わるもので、

この菌は第二次世界大戦の最中、太平洋戦区で米軍テントに

繁殖することで登場した。複合糖類のような分子を分解する

酵素を大量生産するこの菌の能力により、70 年後にこの菌は

バイオ燃料の世界的なスターとなった。 
 
 燃料化合物に変換する小さな化合物へと巨大な糖ポリマーを分解することが、スイッチ

グラスやトウモロコシの茎などのバイオマスから燃料を造るプロセスでの最終的で重要な

ステップである。これらの植物では炭素鎖にエネルギーが多く蓄えられており、植物を構

成するリグノセルロースとして知られる強靱な構造材料からエネルギーを蓄えている化合

物を取り出す方法を研究者らが発見できれば、それを燃料に変換することができるのだ。 
 
 リグノセルロースは、私たちとトウモロコシの茎やスイッチグラスからできるバイオ燃

料の間に立ちはだかる壁なのである。 
 
 

Trichoderma reesei 
トリコデルマ・リーゼイ 
オリジナル画像をダウンロ

ード 
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「私たちの最終的な目標は、例えばトウモロコシの茎など

の植物材料をバイオ燃料に転換する酵素の混合カクテルにさ

らすことです。」と PNNL の研究チームを率いる化学者であ

る Aaron Wright 氏は言う。「それには一連のステップを実行

する必要があり、バイオ燃料が従来の炭素ベースの燃料と真

に競合するようになるにはこのコストを下げる必要があるの

です。」 
  
 トリコデルマ・リーゼイは、プレゼントを包む堅く結んだ

リボンをハサミで切ってわくわくして中身を取り出す人のよ

うに、物質の化学的な「包み」に切り込むことで自然に物質を

分解する。この菌は実際に切断酵素を多く生成し、それぞれの

酵素が異なる方法で包みを攻める。Wright 氏のような化学者ら

は、そのような酵素の中で最も優れたものを組合せ・改造することで、極めて効率的にそ

の働きを遂行する酵素の混合カクテル、つまり化学物質のカクテルの開発を試みている。

これがバイオ燃料生産のコストを引き下げるだろう。 
 
 Wright 氏の研究では、この菌の切断ツールコレクションの

一部であるグリコシド・ヒドロラーゼ(glycoside hydrolases)
として知られる酵素に着目している。バイオ燃料生産プロセ

スにおける重要なステップである複合糖類を単糖に分解する

ことが、これらの酵素の働きである。 
 
 これらの酵素の混合カクテルの有効性を評価するためには、

この混合物の全体のパフォーマンスを測定するか、温度、気圧

やｐＨなどの異なる条件下でそれぞれの酵素の反応状態を調

べるために、それらの酵素を一つ一つテストする必要がある。 
 
 Wright 氏の研究チームは、混合カクテル全体での活性の測定

と併せて、それぞれ個別の酵素の活性も同時に測定する方法を

開発した。 
 
 それぞれ個別の酵素に注目して一連の実験を行う代わりに、一つの実験を行って多数の

酵素のそれぞれが、変化する条件下でどのように反応するかを正確に追跡するものだ。 
 
 30 種類の酵素の活性の詳細を調べる一連の実験は、現在広く普及している方法で数ヶ月

かかるが、この新しい技術では 1～2 日で済んでしまう。 

Aaron T. Wright 氏 
(ctrl+クリックで画像を

拡大) 
 
 

トリコデルマ・リーゼイ 
画像提供：米国エネルギー

省 
(ctrl+クリックで画像を拡

大) 
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 この新技術の鍵となるのは、多数の酵素の活性を一度にモニタリングする研究チームの

開発した化学プローブだ。活性基準のタンパク質プロファイリングとして知られるこのシ

ステムの心臓部は、前述したグリコシド・ヒドロラーゼに結合して、時間を追ってそれぞ

れの酵素の活性の情報を提供する化学プローブである。 
 
 「必要とされる働きをどの酵素が行っているのかを明確に把握することが、このプロセ

スの経済性を向上させることにおいて大変重要です。」と Wright 氏は言い、次のように続

ける。「温度やｐＨなどの条件は変動するので、各段階における活性状況を測定するために、

極めて複雑なプロセスを経る際の各酵素の明確な動きを把握しようと試みています。」 
 
 「混合カクテル全体をテストすることも、各酵素個々の働きを引き出すこともできるの

です。これまでは、それらを一度に全部やってしまうことは不可能でした。」と PNNL の

資金を受け研究を実施した Wright 氏は言い添える。 
 
 質量分析法を用いたタンパク質の働きの測定など、本研究における測定のほとんどは、

PNNL キャンパスにある DOE の Environmental Molecular Sciences Laboratory 
(EMSL)にて実施された。Wright氏の研究チームには、Lindsey Anderson氏、David Culley
氏、Beth Hofstad 氏、Lacie Chauvigné-Hines 氏、Erika Zink 氏、Samuel Purvine 氏、 
Richard Smith 氏、Stephen Callister 氏および Jon Magnuson 氏（全員 PNNL に所属）

が含まれる。 
 
リファレンス: Lindsey N. Anderson, David E. Culley, Beth A. Hofstad, Lacie M. 
Chauvigné-Hines, Erika M. Zink, Samuel O. Purvine, Richard D. Smith, Stephen J. 
Callister, Jon M. Magnuson and Aaron T. Wright, Activity-based protein profiling of 
secreted cellulolytic enzyme activity dynamics in Trichoderma reesei QM6a, NG14, 
and RUT-C30, Molecular BioSystems, Oct. 9, 2013, DOI: 10.1039/c3mb70333a.  

 
 

 
翻訳：NEDO（担当 広報部 松田 典子） 

 
 
出典：本資料は、米・パシフィック・ノースウェスト国立研究所(Pacific Northwest National 
Laboratory: PNNL)の以下の記事を翻訳したものである。 
“Crafting a better enzyme cocktail to turn plants into fuel faster” 
http://www.pnnl.gov/news/release.aspx?id=1018 
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(1102-8) 
 
【新エネルギー分野（太陽光発電）】 
 
仮訳 

 
『Advanced Materials』に掲載の量子ドット太陽電池の 

光閉じ込めを促進するインプリント電極（スペイン） 
 

2013 年 10 月 31 日 
 ICFO（フォトニック科学研究所）の研究者は、低コスト、大面積、そして低温度のソ

フトナノインプリンティング法を基盤とする新たな光閉じ込め構造を開発した。この有望

な技術は、電荷を収集する電極として機能すると同時に、コロイド状量子ドット太陽電池

の薄膜において光閉じ込め強化を促進するように光学的に設計されたナノ構造の電極の製

造に用いられる。Nest Fellow（ ICFO 研究者の研究支援組織）教授 Gerasimos 
Konstantatos 氏が主導した本研究の成果は、『Advanced Materials』にて発表されている。 
 

本研究のインプリント電極によって、ソーラーデバ

イスに本研究の電極を継目なく集積化するのを促進す

ることにより、太陽電池の他の重要な性能指標(解放電

圧、曲線因子)を落とさずに光吸収を改良した結果、光

電流が 17.5%増となる。この光電流の増加によって、

ZnO-PbS ヘテロ接合（電極を用いた）変換効率 4.3%
の（量子ドット）太陽電池がもたらされた。 
 
→ Nest Fellow Gerasimos Konstantatos 教授が率

いる研究グループ 
 
→ 論文へのリンク 
 

翻訳：NEDO（担当 広報部 室井 紗織） 
 

出典：本資料は、スペインの ICFO（The Institute of Photonic Sciences）の以下の記事

を翻訳したものである。 
“Nanophotonic devices／Imprinted electrodes for enhanced light trapping in quantum 
dot solar cells in Advanced Materials.” 
http://www.icfo.eu/newsroom/news2.php?id=&id_news=2134&subsection=1 
Used with Permission of ICFO 

インプリント電極の上に作られた

ZnO-PbS 太陽電池セルの SEM 画

像の断面図（Credit: ICFO） 
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(1102-9) 
 
【新エネルギー分野（バイオマス）】 

 
仮訳 
 

植物の葉の油分を増加させる鍵となる遺伝子を特定(米国)  
葉に蓄積される油分が、バイオ燃料と植物由来食物の 

エネルギー含有量を大きく増加させる 
 

2013 年 10 月 18 日 
 
 

ニューヨーク州、アプトン ― 米国エネルギー省のブルックヘブン国立研究所が、植

物の葉やその他の成長植物組織で油分生成と蓄積に必要とされる鍵となる遺伝子を特定

した。これらの遺伝子の発現増強が、最も豊富な植物バイオマス源である葉における油

分を大きく増加させることとなる。この発見は植物由来食物や再生可能バイオ燃料原料

のエネルギー含有量の増加において重要な意味を持つものとなるだろう。この研究は The 
Plant Journal 誌と The Plant Cell 誌の 2 誌の最新刊で発表される。 
 

 
 
 
 
 
 「この方法を再生可能エネルギーの生産や家畜の飼料に使用されている作物に適用す

れば、エネルギー含有量や栄養価が大きく増加するでしょう。」と語るのはブルックヘ

葉の油分の蓄積が増加する：油分生成に関連する酵素である PDAT の遺伝子を過剰発現することで、植

物の葉の大きな球に多量の油分を蓄積させる（左）。また、科学者が遺伝子に油滴を封入することで知ら

れるタンパク質のオレオシン遺伝子（場所の確認のため、緑の蛍光タンパク質を融合）を加えると、さら

に小さく、より安定した油滴の集合体が形成された（右）。 
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ブン国立研究所の生化学者で、本研究を率いた Changcheng Xu 氏である。実験の大部分

は Xu 氏のグループメンバーである Jilian Fan 氏と Chengshi Yan 氏が行った。 
. 
 これを、なじみのあるカロリーで考えてみよう。油分は、葉、茎やその他の成長植物

組織の大半を構成する炭水化物の 2 倍のエネルギー密度がある。「食事からカロリーを

減らしたかったら、脂肪と油分を減らします。反対に、バイオ燃料や家畜の飼料のカロ

リー産出量を増やしたかったら、もっと油分が必要になります。」と Xu 氏は言った。 
 
 しかし、植物は通常、葉やその他の植物組織にほとんど油分を蓄積しない。自然界で

は、油分の貯蔵は種子の役割であり、そこで高エネルギー密度の複合物が植物の胚の発

育のための栄養を提供する。Xu 氏の研究の背後にあるアイデアは、バイオマスのより豊

富な形態の中に油分を貯蔵するために植物を「再プログラム」する方法を見つけること

であった。 
 
 最初のステップは、成長植物組織の油分生成に関与する遺伝子を特定することだった。

油分はこれらの組織に貯蔵されないが、ほとんど全ての植物細胞は油分を生成する能力

を有する。しかし、本研究まで葉における油分の生成の経路は明らかでなかった。 
 

「多くの人は種子で起きていることと同様だと考えていましたが、我々は別の遺伝子

や酵素も調べてみました。」 
 
遺伝子を明らかにする 

 

 科学者たちは、細胞が油分生成に関わる特定の酵素を作れるようにする過剰発現遺伝

子と機能障害遺伝子の効果を試験するために一連の遺伝子技術を駆使した。一般に種子

の油分生成を増加させる要因を増やしたが、葉の油分生成には何の影響もなかった。そ

して、その要因の 1 つが葉に過剰発現した際、植物に生長障害と発達障害を引き起こし

た。しかし、別の油分生成酵素の発現を変えた時、葉の油分生成に劇的な効果が現れた。 
 
 「PDAT として知られる酵素の遺伝子を欠損（不活性化）させても、種子の油分合成

に影響したり、植物に問題を起こすことはありませんが、葉の油分生成や蓄積が大幅に

減少します。」と Xu 氏。反対に、PDAT の遺伝子で過剰発現させると、つまり、細胞で

この酵素をより多く作らせた結果、葉の油分生成は 60 倍も増加した。 
 
 観察上重要なことは、過剰な油分が細胞膜脂質と混ざり合わず、葉の細胞内の油分滴

で発見されたことであった。これらの液滴は種子にあるものと若干似ているが、ただ非

常に大きい。「まるで種子にあるような小さな油滴が結合して、大きな球を形成したよ

うでした。」と Xu 氏は言った。 
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 より大きな液滴はより良いように思えるがそうではない、と Xu 氏は説明した、このよ

うな大きすぎる液滴は細胞の他の酵素によって壊されやすい。種子では油滴はオレオシ

ンと呼ばれるタンパク質で覆われており、中の油分を保護しつつ、液滴が結合するのを

防いで小さいサイズを保っている。科学者たちは、PDAT と一緒にオレオシンの遺伝子

を活性化させたら葉に何か起きるだろうかと考えた。 
 
 その結果：2 つの遺伝子を一緒に過剰発現した結果、対照植物と比べ、葉の油分生成が

130 倍増加した。そして、オレオシンでコーティングされた小さな油滴の大きな集合体と

して油分は蓄積された。 
 
メカニズムを特定する 

 

 次に科学者たちは PDAT が油分生成を増加させるバイオ化学メカニズムを解読するた

め放射性標識化炭素(C-14)を使った。細胞膜脂質や油分の基礎となる脂肪酸中への C-14
で標識化した酢酸塩の摂取を追跡した。これらの研究から PDAT が脂肪酸の生成比率を

劇的に増加させていることがわかった。 
 
 それから、科学者たちは、既に高い脂肪酸合成の比率を有する試験植物の変異体で、

新たに特定された油分増加遺伝子（PDAT とオレオシン）の過剰発現の影響を試験する

ことを決めた。このケースでは、遺伝子による促進により、さらに生成と蓄積が増加し、

対照植物比 170 倍増となり、油分が葉の乾燥重量の 10%近くの水準に達した。 
 
 「重量にして、油分の産出量が、現在食料やバイオディーゼル油の生産に使用される

最も油分産出量が高い作物の 1 つであるキャノーラ種子の約 2 倍に増える可能性があり

ます。」と Xu 氏は言った。このようなエネルギー密度の植物バイオマスを発電用に燃焼

すると 30～40%増のエネルギーが放出される。また、このような高エネルギー密度のバ

イオマスから作られた飼料の栄養価は非常に高くなる。 
 
 「これらの研究は研究所の植物で行われたもので、引き続き、この方法がバイオエネ

ルギーや飼料作物で使えるかどうかを見ていく必要があります。」と Xu 氏。「また、バ

イオ燃料に変換できるよう葉から油分を抽出する方法を見つけるという課題があります。

しかし、我々の研究は、飼料原料や再生可能エネルギー生産用の原料として植物の利用

を促進するための非常に有望な道筋を提供するものです。」と彼は語った。 
 
 現在、Xu氏はブルックヘブン国立研究所の生化学者であるJohn Shanklin氏と共同で、

サトウキビのようなバイオマス専用作物において、油分生成の鍵となるこれらの遺伝子

の過剰発現の効果について調査を行っている。 
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 この研究は DOE の科学局(BES)によって資金提供を受けた。液滴中の油分の貯蔵を示

した画像は、同じく BES から支援を受けたブルックヘブン国立研究所の機能的ナノマテ

リアル・センター(CFN)に所蔵する顕微鏡を使って撮影されたものである。 
 
 DOE の科学局は、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、現在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。 
 

 
 

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。 
“Scientists Identify Key Genes for Increasing Oil Content in Plant Leaves” 
http://www.bnl.gov/newsroom/news.php?a=11582 
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(1102-10) 
【電子･情報通信分野（家電）】 
 
仮訳 

 
新たな LED 技術でディスプレイ価格を下げる(独) 

 
スマートフォンや光る浴室タイルへの応用可能性 

ボン大学、レーゲンスブルグ大学、ユタ大学、MIT が行った研究協力 
 
 
 ボン大学とレーゲンスブルグ大学の研究者たちが、新しいタイプの有機 EL(OLED)
を開発した。この光源は特にエネルギー効率に優れた安価なディスプレイに適した設計

となっており、スマートフォン、タブレット PC、TV 等に応用される。光るタイルの

ような光源としての応用も考えられる。ドイツ化学会誌「Angewandte Chemie」(DOI: 
10.1002/anie.201307601)に今回の研究成果が発表されている。 
 
 有機 EL は現在でも既にスマートフォンやデジタルカメラに使用されている。そのお

陰で高コントラストの特に明るい画像が提供されているが、深刻な欠点も抱えている。

一般的に、デバイスに流れる電気エネルギーは、その1/4しか実際に光に変換されない。

この数字は活性物質として白金やイリジウム等の貴金属を微量に加えることで向上さ

せられるが、こうした材料は希少なために価格が高くなる。そのため、高品質の有機

EL 製造は比較的高コストなビジネスとなっている。 
 
 近い将来、この状況に変化が起こる。ボン大学、レーゲンスブルグ大学、および米国

からの科学者たちが新しいタイプの有機 EL の実証を行い、貴金属を利用しなくても高

い変換効率を実現できる可能性を示した。有機 EL ディスプレイは近く、相当安価にな

るだろう。 
 
 
有機 EL は実際には「有機」ではない 
 
 有機 EL は、観念的には炭素と水素の有機分子だけで構成されているために有機と呼

ばれている。有機 EL の作動原理は比較的容易である。分子薄膜に接する電極は蓄電池

に接続され、電流が流れるようなっている。この電流は正孔(正電荷)と電子(負電荷)か
らなる。この電荷同士が出会うと、閃光を発し、互いを破壊しながら消滅する。 
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 正電荷と負電荷は互いを引き合うため、電気から光を生成するのは非常に効率的なビ

ジネスになるだろう。問題は電荷が持つ複雑な量子力学的特徴にあり、電荷が、科学者

たちが「スピン」と呼んでいる磁気モーメントを持っていることである。2 本の棒磁石

の N 極が反発するように、同じ向きのスピンを持った電荷は互いに反発しあう。この

反発力が正電荷と負電荷の間にある引力を上回るため、同じ向きのスピンを持った電荷

同士は光を生成することができない。代わりに電気エネルギーは熱に変換され、風変わ

りで、あまり役にたたない電熱となっている。 
 
 従来の有機 EL ではこのエネルギー損失が頻繁に起きており、電荷全体の 3/4 が同じ

向きのスピンを持っている。各スピンはコンパスの針のように同じ向きであるため、お

互いが接触することはなく、利用できる光生成を実質的に下げている。有機 EL の製造

者たちは、この光生成を向上させる賢いトリックを思いついた。コンパスの針をより強

力な磁石を使ってグルグルと回転させるように、電荷が光生成できるようにする。これ

には、実質全ての電気エネルギーを光に変換することを可能にする白金やイリジウム等

の重金属を必要とする。厳密に言えば、有機 EL に使用されていた従来の材料は全くの

有機化合物ではなく有機金属物質に該当する。このような区別は、貴金属が非常に高価

であるために語義以上の意味をもつ。 
 
 
有益なスピン転換 

 
 「別の方法で効率を向上させることもできます。」と、レーゲンスブルグ大学の物理

学教授 John Lupton 博士は説明する。「電荷によってスピンの向きを自発的に反転する

ことができるのです。それが起こるまで時間をかけて待つだけでいいのです。」しかし、

従来の有機 EL では分子構造内に電気エネルギーを長く貯蔵することができず、その時

間を待つことができなかった。そうして耐えきれなくなった分子が、ただエネルギーを

熱へと変換してしまっていた。 
 
 「私たちの開発した有機 EL は、分子が電気エネルギーを貯蔵できる時間がそれまで

の想定よりも非常に長くなっています。」と、ボン大学の化学者 Sigurd Höger 教授は

述べている。「その結果、この分子は光を生成するための自発的なスピンの向きの反転

を引き出すことができるのです。」この新たな合成物は、「有機金属トリック」を一切使

わずに有機 EL における電気による熱の生成を最小限に抑え、電気エネルギーを非常に

効率良く光に変換できる可能性を秘めている。 
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 当該研究は Volkswagen Foundation(フォルクスワーゲン財団)と German Science 
Foundation(ドイツ科学財団: DFG)の支援を受け、ユタ大学とマサチューセッツ工科大

学(M.I.T.)の協力のもとに行われた。 
 
 
出版物：” Metal-free OLED triplet emitters by side-stepping Kasha’s rule”. 著者は

D. Chaudhuri 氏、E. Sigmund 氏、A. Meyer 氏、L. Röck 氏、P. Klemm 氏、S. 
Lautenschlager 氏、A. Schmid 氏、S. R. Yost 氏、T. Van Voorhis 氏、S. Bange 氏、

S. Höger 氏、そして J. M. Lupton 氏。ドイツ化学会誌 Angewandte Chemie に掲載。

(DOI: 10.1002/anie.201307601) 
 
連絡先： 
 
Prof. Dr. Sigurd Höger 
Universität Bonn 
Kekulé-Institut für Organische Chemie und Biochemie 
Tel.: 0228 73-6127 
hoeger@uni-bonn.de 
 
Prof. Dr. John Lupton 
Universität Regensburg 
Institut für Experimentelle und Angewandte Physik 
Tel.: 0941 943-2081 
John.Lupton@ur.de 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 広報部 望月 麻衣） 
 
 
出典：本資料は、独・ボン大学の以下の記事を翻訳したものである。 
“Novel LEDs pave the way to cheaper displays” 
http://www3.uni-bonn.de/Press-releases/novel-leds-pave-the-way-to-cheaper-display
s 
Used with Permission of the University of Bonn 
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(1102-11) 
 
【新エネルギー分野（太陽光発電）】 
 
仮訳 

 
薄膜太陽電池を効率向上させる方法を発見（スイス） 
 “Nature Materials”で発表された高効率太陽電池の“レシピ” 

 
2013 年 11 月 5 日 

 スイス連邦材料試験研究所（Empa）の科学者は、

CIGS（銅・インジウム・ガリウム・セレン化物）化

合物半導体を用いた高効率で柔軟性のある薄膜太陽電

池の新たな製造技術を開発した。これにより、太陽光

を電力に変える変換効率において 20.4%を達成した。

太陽電池をプラスチックホイル上に蒸着するので、コ

スト効率の良いロール・ツー・ロール製造法を用いた

工業規模で生産ができる。 
 
 長年にわたり科学者やエンジニアは、高効率であると同時に、大量生産が可能なシンプ

ルな製法であることから安価な太陽電池を開発することによって、低コストの太陽エネル

ギーを供給するよう努めてきた。今では、Empa の研究者 Ayodhya N. Tiwari 氏が率いる

チームが大躍進を遂げている。彼らは、CIGS 層にごく少量のナトリウムとカリウムを添

加した CIGS 太陽電池の新たな製造技術を開発している。特別な処置により、複雑なサン

ドイッチ構造の化学的粗成を変化させることにより、電子特性が改善することを電子顕微

鏡による詳細な調査を含む様々な方法で確認された。現在、新製法の詳細は、著名な学術

誌“Nature Materials”の“Advance Online Publication”として公開されている。 
 
 この技術により、Empa のチームは、柔軟性のあるプラスチックホイル上の CIGS 薄膜

太陽電池を用いて、太陽光を電力に変えるエネルギー変換効率を大幅に向上させることが

再び可能となった。世界最高記録の 20.4%を達成し、2011 年 5 月に同チームが確立した

18.7%という以前の記録を超え、著しい改善を見せた。これによって、ついに CIGS 電池

は最良の多結晶シリコン太陽電池と張り合うこととなった。最近まで、Empa の CIGS 太

陽電池の変換効率は世界で最高記録であったが、10 月末に独・Stuttgart にある太陽エネ

ル ギ ー 及 び 水 素 研 究 セ ン タ ー （ Zentrum für Sonnenenergie- und 
Wasserstoff-Forschung：ZSW）の研究チームが、かなり高い製作温度と（固い）ガラス

基板を用いてはいるが、変換効率 20.8%の CIGS 薄膜太陽電池を開発した。わずかに上回

った記録は、CIGS 薄膜技術が“熱い”トピックであり、Empa がまさに最先端にいるこ
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とを示している。 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 広報部 室井 紗織） 
 
 
出典：本資料は、Empa（スイス連邦材料試験研究所）の以下の記事を翻訳したものであ

る。 
“Understanding what makes a thin film solar cell efficient” 
http://www.empa.ch/plugin/template/empa/3/142019/---/l=2 
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(1102-12) 
 
【蓄電池・エネルギーシステム分野（蓄電池）】 
 
仮訳 
 
NREL の革新的な蓄電池開発が ARPA-E の RANGE プログラムの 

支援を受ける(米国) 
 

2013 年 10 月 23 日 
 
 

エネルギー省のエネルギー先端研究計画局（ARPA-E）は、再生可能エネルギー国立研

究所（NREL）のプロジェクトが、革新的な化学的特性、構造、設計を駆使したトランス

フォーマティブな電気自動車(EV)用エネルギー貯蔵システムを開発するために資金供与

を受ける 22 のプロジェクトの 1 つに選ばれたと発表した。 
 

ARPA-E の新しいプログラムである Robust Affordable Next Generation Energy 
Storage Systems (RANGE)は、現在の車輌に対して、走行距離や信頼性を飛躍的に高め、

低価格で CO2を排出しない代替エネルギーを供給することで、EV の普及を促進させるこ

とを目指している。 
 
 「EV 用で根本的に異なる蓄電池技術に取り組むチャンスを得て、とても興奮していま

す。」と語るのは NREL のプロジェクト・リーダーである Jeremy Neubauer 氏である。

「ARPA-E が設定した安全性、コスト、性能の水準を満たすだけでなく、それを持続可

能な形でできるようにします。このプロジェクトによって、事前研究を基に、より遠く

へ、より安全に運転可能な次世代 EV の蓄電池システムを創り出すことにさらに近づくこ

とができます。」 
 
 NREL は電気自動車のエネルギー貯蔵研究開発において広く認められたリーダーであ

る。NREL は、プロジェクト・パートナーである EIC Laboratories 社や Chemtura 
Corporation 社と緊密に協力して、システムの充放電のために、電極に流れる陽極電解液

と陰極電解液に化学エネルギーを貯蔵するフロー蓄電池と同様の動作をする新たな低価

格の蓄電池の開発に、有機エネルギー貯蔵物質を使用する予定である。 
 
 現在の最先端のフロー蓄電池は、一般にエネルギー密度が低く、低効率で、信頼性の

問題等があるため、輸送機関での活用には適していない。しかし、NREL の EV 蓄電池

技術はこうした欠点を克服するため、改良を加えたシステム構造に新たに開発した高エ
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ネルギー再生可能有機化合物を使用する。エネルギー省の Vehicle Technologies Office
から資金供与された当初の NREL のエネルギー貯蔵研究開発の奮闘の詳細についてはこ

ちらを参照のこと。 
 
 「我々は NREL が有機エネルギー貯蔵物質を使って新しい低価格蓄電池を開発するの

を見るのが楽しみです。」と語るのは ARPA-E の Program Director である Ping Liu 博

士。「NREL の EV 液体蓄電池は、エネルギー密度を高めつつ、コストを抑えるために

新しく開発した再生可能有機化合物を使用します。これはハイリスク・ハイリターンな

トランスフォーマティブ技術に資金提供する RANGE のプログラムにぴったり合いま

す。」 
 

ARPA-E は 2007 年に正式に認められ、2009 年に初めて資金提供を行った。当局は民

間投資としては時期尚早であるものの高い潜在力があり、かつ影響力が大きいエネルギ

ー技術に投資する。ARPA-E と革新的なプロジェクト・ポートフォリオについてはこち

らまで。 
 
 NREL は、再生可能エネルギー及びエネルギー効率向上のための研究開発を行う米国

エネルギー省傘下の主要な国立研究所であり、Alliance for Sustainable Energy, LLC に

よって運営されている。 
 

 
 

翻訳：NEDO（担当 広報部 勝本 智子） 
 
 
出典：本資料は国立再生可能エネルギー研究所の以下の記事を翻訳したものである。 
“NREL to Research Revolutionary Battery Storage Approaches in Support of 
ARPA-E RANGE Program”  
http://www.nrel.gov/news/press/2013/4301.html  
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ライス大学の理論物理学者らは、2 次

元材料のダイカルコゲナイドの結晶

粒界に磁界(図中青色部分)ができた

ことを発見した。原子が通常の六角形

パターンから外れたこれらの結晶粒

界に沿った転位は、磁性を生むように

電子のスピンを強制的に配列する。 

画像提供: Zhuhua Zhang 
 

(1102-13) 
【材料・ナノテクノロジー分野（革新的材料・ナノテクノロジー）】 
 
仮訳 

 

 

2 次元材料の結晶粒界でナノ磁性が現れる(米国) 
ライス大学の理論がスピントロニクスに影響を与える可能性 

2013 年 11 月 14 日 
著者: Mark Williams 

 
 
 原子を絞ると、できるのは原子ジュースではなく、

磁石である。  
 
 米国・ライス大学の科学者らが確立した新しい理

論によると、特定の 2 次元材料中の欠陥が、ナノ

スケールの磁界を発現する条件を生み出すという。 
 
 ライス大学研究室の理論物理学者である Boris 
Yakobson 博士による計算の結果、ダイカルコゲナ

イド(dichalcogenides) として知られる 2 次元半導

体材料中の、結晶粒界と呼ばれる欠陥が磁性を持つ

ことが示された。この発見は電子デバイスやコンピ

ューターデバイスに電子の固有スピンとそれに関

連する磁界を利用するスピントロニクス(spintronics) の成長分野における新たな開発

戦略に繋がるかもしれない。 
 
Yakobson 博士、研究論文の著者である Zhuhua Zhang 博士と同僚研究者らによるこの

発見は、今週の American Chemical Society のジャーナル ACS Nano にオンライン掲

載されている。 
 
 ダイカルコゲナイドとは 遷移金属(transition metal)とカルコゲン(chalcogen)原子を

結合させたハイブリッド材料であり、カルコゲン原子は硫黄、セレンおよびテルルを含

んでいる。Yakobson 博士の研究グループは、原子一個の薄さであるグラフェン

(graphene)のように特に化学蒸着法(chemical vapor deposition: CVD)で成長させるこ

とができる、半導体の二硫化モリブデン(molybdenum disulfide) (MDS)に着目した。
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Boris Yakobson 博士 

原子は通常 CVD 炉の中で触媒シード周辺でなじみの六角形のパターンへと自己配列す

るが、MDS の場合では、格子中の硫黄原子がモリブデンの層をはさんで上下に浮かん

で配列する。 
 

成長中の 2 つの華、すなわちモリブデンと硫黄の結晶が出会うと、一列に並ぶことな

く、原子は境界、つまり結晶粒界に沿って結合しようとする。いつもの六角形（六員環）

の代わりに、原子は転位(dislocations)として知られる隣り合った環を形成し、五員環-
七員環、または四員環-八員環の組合せで安定することを余儀なくされる。 
 

地球上で最も強靱な材料と考えられているグラフェンでは、

これらのような転位は弱点になるが、MDS や他のダイカルコゲ

ナイドではユニークな特性となる。 
 
 「成長させる方法は何でも良いのです。」と Yakobson 博士は

言う。「これらの誤配置された部分は結果的に衝突して、そこに

位相的な欠陥が現れるのです。どうやらそれらが – ちなみに私

はこの機械的な比喩が気に入っているのですが – 非磁性材料

から磁性を絞り出しているようなのです。」 
 
 Yakobson博士は以前の研究で、転位がMDSに原子幅の導電ラインとドレイデル 注型

の多面体を作ることを発見している。今回更に研究を進め、欠陥の無い格子におけるよ

うにスピンする電子同士が互いに打ち消し合うことがないように並んでいる結晶粒界

で、転位コアが磁性を発現することを発見した。磁性の強度は、結晶粒界の角度に応じ

て変化し、材料のエネルギー的な安定を維持するのに必要な転位の数によって増加する。 
 
 「電子はすべて電荷とスピンを持っており、どちらも情報を伝達できます。」と Zhang
博士は述べ、次のように続ける。「しかし、電界効果トランジスタ (field-effect 
transistors) のような従来のトランジスタで利用しているのは電荷のみです。新たに出

現しているスピントロニクスデバイスでは、効率向上と機能強化のために電荷とスピン

の両方を制御する必要があります。」 
 「わたしたちの研究は、MDS を利用する電子機器のための新しい自由度、つまり新

しいコントロールつまみを提案しているのです。」と Yakobson 博士言い、次のように

続ける。「磁気特性を制御する能力を持つことから、この 2D 材料はこうした特定の側

注 ユダヤ教の祭事「ハヌカー」の際に子供たちが回して遊ぶ駒  

参照画像: 

https://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%87%E3%83%AB
&hl=ja&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=31uVUpv4EtGYlAX26YCgCQ&ved=0CAcQ_
AUoAQ&biw=1246&bih=742#hl=ja&q=dreidel&tbm=isch  
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二硫化モリブデンと他のダイカルコゲナイドの

2 次元材料のシートが角度を持って重なると原

子転位は磁性を帯びる。結晶粒界は六角形パタ

ーン(図左)から原子を追い出して電子スピンが

互いに打ち消し合わないようにし、その間にナ

ノスケールの磁界(図右の青色部分)を作る。 

画像提供: Zhuhua Zhang 
 

面ではグラフェンよりも優れた材料となります。」 
 

Yakobson 博士によれば、エネルギー的に

安定しないため、四員環と八員環の組合せ

の転位がグラフェンで起こる可能性は低い

という。しかし、2 種の元素を組み合わせた

材料では、特定の結晶粒界構造が、相似し

た元素が互いの接触を回避して、化学的に

相反する元素と結合しようとするような状

態を作る可能性が非常に高くなる。 
 
 「このシステムでは、単一元素同士の結

合を回避します。」と Yakobson 博士は述べ、

次のように続ける。「化学的にはそれは許さ

れないことで、よって四員環と八員環の組

合せが利益をもたらします。」これらの欠陥

においても、特定の結晶粒界の角度では最大の磁性を発現させ、角度によっては 強磁

性(ferromagnetic)になるという。  
 
 研究グループは、ナノリボンのエッジ効果と、結果を歪める可能性のある結晶粒界双

極子 (dipoles)の効果 を分離・制御できるコンピューターモデルでこの理論を証明した。

また、結晶粒界角度が 13 度と 32 度の間では、転位のスピン同士が強制的に重なり合

わせられていることも発見した。スピンは十分に重なり合うと磁気的に対となり、そし

て結晶粒界に沿ってスピン偏極した電荷の輸送を支える電子帯へと広がっていく。 
 
 Yakobson 博士は次のように述べる。「これらのことを実験的に検出する方法を見つけ

ることが、今後の課題となります。この空間分解能を分析することは大変難しいのです。

特に電子ビームなどのいくつかの実験的手法では材料を破壊してしまうからです。」 
 
 本研究の論文の共同著者は、ライス大学ポスドク研究者である Xiaolong Zou 氏およ

び ペンシルバニア州立大学の物理学、材料科学・工学と化学の Vincent Crespi 教授で

ある。Yakobson 博士はライス大学の Karl F. Hasselmann Professor of Mechanical 
Engineering and Materials Science で化学教授であり、Richard E. Smalley Institute 
for Nanoscale Science and Technology のメンバーである。 
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 本研究は U.S. Army Research Office の Multidisciplinary University Research 
Initiative grantおよび米国立科学財団(National Science Foundation)とRobert Welch 
Foundation により支援された。コンピューターによる計算は、ライス大学の Ken 
Kennedy Institute for Information Technology が管理する Data Analysis and 
Visualization Cyberinfrastructure のスーパーコンピューターで実施した。 
 
 

 

翻訳：NEDO（担当 広報部 松田 典子） 
 
 
出典：本資料は米国・ライス大学(Rice University)の以下の記事を翻訳したものである。 
“Nano magnets arise at 2-D boundaries” 
http://news.rice.edu/2013/11/14/nano-magnets-arise-at-2-d-boundaries-2/ 
Used with Permission of the Rice University  
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