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(1111-1) 
【新エネルギー分野(太陽光発電)】 
 
仮訳 

 
Crystal Solar社とNRELが協力して太陽電池製造コストを削減(米国) 

By Bill Scanlon 
2014 年 8 月 27 日 

 
 

エネルギー省(Department of Energy: DOE)が
資金の一部を提供し、同省が管轄する国立再生可

能エネルギー研究所(National Renewable 
Energy Laboratory: NREL)が改良を加えた、シ

リコン太陽電池のより速く安価な製造法が、2013
年の優れた技術革新の一つとして、名誉あるR&D 
100 Award を受賞した。 
 

カリフォルニア州サンタクララに本社を置く

Crystal Solar 社の最高経営責任者(CEO)である

T. S. Ravi 氏によれば、高品質で高効率なシリコ

ンウェハーを通常の 100 倍のスループット（単位

時間当たりの処理量、つまり製造速度を示してい

るものと推測される。）で、かつ従来の半分のコス

トで（結晶）成長させる同社のアプローチは、米

国内で雇用を創出し、海外での太陽電池製造とい

う流れを食い止める大変革をもたらす可能性がある。 
 

Crystal Solar 社を設立する以前から、Ravi 氏は目標をシリコン太陽電池製造プロセス

の高速化に定めていた。2011 年、設立されたばかりの同社は DOE が推進する SunShot 
Initiative の「太陽光発電インキュベーター・プログラム(PV Incubator Program)」（当時

は NREL 外で運営）に応募した。同プログラムの選考過程は非常に競争が激しく、コスト

削減という観点から真に画期的なアイデアが求められている。 
 

Ravi 氏は NREL の Harin Ullal 氏と数年前に交わした会話を思い出しながら、こう語

った。「私たちはそのプログラムに応募して、2011 年の後半に採択されました。大量のウ

ェハーをひとまとめに取り扱うことができれば、そしてエピタキシャルウェハーをシンプ

 
Crystal Solar 社製の単結晶シリコン太陽

電池は、他の大多数のシリコン太陽電池と

比べてはるかに正確な正方形に近い形をし

ている。これは、ガスデポジションプロセ

スにおいてウェハーを縦方向に並べること

を可能にした要因の一つであり、また、同

社がこの太陽電池を標準的な速度の 100 倍

ものスピードで生産できる理由の一つでも

ある。 
写真提供：Crystal Solar 社 
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ルな機械的プロセスで取り出す方法を発見できれば、太陽電池産業を大きく変えられると

分かっていたのです。」 
 
 ガスを直接ウェハーに吹き付ける同社の製法は「エピタキシャル(epitaxial)」と呼ばれ

る。すなわち、ある材料の層をその材料と同じ結晶構造を有する他の材料の上に成長させ

る方法である。この direct gas-to-wafer method の正式名称は「Direct Monocrystalline 
Silicon Wafer Growth by High-Throughput Epitaxy（高スループットエピタキシーによ

るダイレクト単結晶シリコンウェハー成長法）」で、再使用が可能なシリコン基板上に半導

体シリコン材料の気層を直接成長させる。本製法には、大きなシリコンのインゴット（塊）

から薄く切り出す工程を伴う従来型アプローチで発生するシリコン廃棄物が発生しない等、

いくつもの利点がある。この新しい製造法では、品質や効率を損なうことなくウェハーを

より薄くすることができる。 
 
 しかし、エピタキシャルな手法を用いる半導体材料は通常、とてもゆっくり成長する。

太陽電池向けウェハーに要求される厚みでは、1 時間に 2 枚ほどのウェハーしか生産でき

ない。太陽電池を製造するのに、これでは時間も費用もかかりすぎる。DOE の SunShot 
Initiative は、化石燃料由来の電力に対する太陽光発電のコスト競争力を高める手段とし

て、1 ワット当たりの同発電システムコストを 2020 年までに 1 ドル未満にすることを目

標としている。 
 
NREL のインキュベーター・プログラムが技術開発を支援 

Crystal Solar 社と NREL の綿密な連携は、

2013 年に入ってからも続いた。Ravi 氏は次のよ

うに話している。「NREL は私たちに正しい方向

を指し示してくれました。我が社が証明したいと

思っていたのは、高速でウェハーを成長させられ

ること、そしてそれがウェハーの品質を損なわず

に可能であることでしたが、そのためにはシリコ

ンの欠陥に関する NREL の専門知識が必要だっ

たのです。」 
 

NREL の Principal Scientist である Bhushan 
Sopori 氏は、「私たちは、彼らが欠陥の性質を理

解することで、ウェハーレベルと電池レベルで性

能を向上させる手助けをしたのです。」と話す。同

氏は Ullal 氏および同じく NREL の Steve Johnston 氏と共に、同社と協力して本プロセ

スを開発した。 

 

Crystal Solar 社の Epireactor は、1 時間

当たり最大 500 個のシリコン太陽電池セ

ルを製造できる。これは従来製法の 100 倍

の速さである。NREL の科学者らは、同社

と連携してこの新しいアプローチに取り

組んだ。 
写真提供：Crystal Solar 社 
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 Ullal 氏によれば、この高速製造された太陽電池の変換効率は実験室のデータで 20%を

超えており、太陽光発電パネルとして屋根に取り付けた場合、今日設置されている最も優

れた太陽電池モジュールに引けを取らないとのこと。同氏は次のように付け加えた。

「SunShot Initiative の PV インキュベーター・プログラムは、競争がとても激しいので

す。明らかに、Crystal Solar 社は著しく突出した独自のプロセスを持っていました。スラ

イシング（薄切り）工程を伴う従来のシリコン技術に対し、この方法なら最終的な太陽電

池製品のコストに影響を与える複数の工程を省くことができます。」 
 
1 ワット当たり 13 セントのソーラーウェハー 

この新しいエピタキシャルシステムは、1 時間に最大 500 枚のウェハーが生産可能であ

る上、従来の反応炉や単結晶引き上げ装置と置き換えるにもかかわらず、500 万ドルを切

る価格で販売される。Ravi 氏によると、これを換算すれば 1 ワット当たりのウェハーコス

トは約 13 セントで、高性能ウェハーの標準的なコストである 1 ワット当たり 30 セントの

半額未満となる。全体モジュールのコストは 1 ワット当たり 50 セントを下回ると予想さ

れている。このコスト削減は、設置済ベースの太陽光発電システム全体のコストを 1 ワッ

ト当たり 1 ドル未満まで下げる一助となるだろう。 
 

結晶シリコンは太陽電池市場の 90%を占めて

おり、薄膜やペロブスカイト等の他の材料の急速

な技術的成功をよそに、今後もしばらくの間は主

要技術としての地位を維持する可能性が高い。 
 

この新しい太陽電池は非常に大きな関心を集

めていると Ravi 氏は言う。同社は現在パイロッ

ト生産（試験的に新製品を生産）を行っている。

「我が社のウェハーを希望される人々の需要に応

えるべく、奮闘しているところです。米国内のど

こかに工場を建設したいと考えています。」 
 

同氏によると、本プロセスは自動化に向いているため、アジアのずっと安価な人件費は

それほど大きな要因にはならないという。「人件費が安い国へ行く必要はありません。それ

をとても誇りに思います。」と同氏は語る。本アプローチは従来技術よりも人手を必要とし

ないとはいえ、米国内で高賃金の多数の雇用を生じさせるだろう。 
 

さらに Ravi 氏は続けた。「この技術はきっと、ここ米国において発展し、世界のどこよ

りも安く利用されるようになると思います。」このプロセスをフル製造規模に拡大した後も

 

NREL 研究者の Harin Ullal（左）、Steve 
Johnston と Bhushan Sopori は、Crystal 
Solar 社と共に R&D 100 Award を受賞し

たチームのメンバーである。 
写真提供：Dennis Schroeder (NREL) 
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引き続き高品質で高効率な太陽電池が製造できれば、それは Crystal Solar 社、DOE およ

び NREL のパートナーシップを証明するものだと同氏は語った。 
 
新手法は製造工程を省き、低コスト 

本製法では複数の工程が不要になるため、より

安くより速いと Ullal 氏は話す。使用される装置

は、固体シリコン基板の表面がガス状シリコンで

覆われるように設計されている。Ravi 氏の説明

によると、ドーパント（添加不純物）を用いれば、

従来型の太陽電池製造法と比較して、接合点（電

流を強制的に発生させる部分）をはるかに容易に

作ることができる。 
 

他の利点は、インゴット成長プロセスのように

材料を回転させる必要がないことである。ウェハ

ーが正確な正方形の形状を維持するため、太陽電

池モジュールのパッケージ化における品質と効率

の向上に役立つ。 
 

本製法ではシリコン層に取り込まれる酸素量が少なく、酸素関連欠陥が生じないことが

示された。これは重要である。なぜなら、セルにぶつかった光子が電子正孔対を形成する

のに必要な、ほんの少しの時間的余裕が与えられるからである。この電子正孔対は、電流

を確立する上で不可欠である。そして、このわずかな時間的余裕によって、電子と正孔が

再結合する確率は減少する。その時間差はごくわずか（1.3 ミリ秒と 1 ミリ秒弱）だが、

光子と電子の世界では極めて重大である。 

 
 「ほとんどのシリコンウェハーはアジアで作られていますが、このエピタキシープロセ

スを用いれば、ここで作れるのです。しかも、太陽電池モジュールの全コストの 30%がシ

リコンウェハーのコストなのです。」と Ullal 氏は話した。 
 
 一般的に、エピタキシャル成長法では層が付加されていくため、ウェハーは水平に配置

される。同社はこれを垂直に置いて設置面積を縮小し、より狭いスペースにガスを通すこ

とではるかに高い成長速度を実現した。 
 
 「主な課題は、ウェハーを垂直に保持しながらどのように均一性を確保するかというこ

とでした。」と Ravi 氏は語る。「適切な材料や適切な形などを調べるだけで、2 年半もかか

りました。エピタキシャル法には数多くの利点があり、ごく簡単なことのように感じられ

 
こ の 概 略 図 は 、 Crystal Solar 社 の

Epireactor 内でシリコンウェハーが縦方

向に並べられ、より多くのウェハーに同時

にガスが行き渡る様子を示している。これ

によりスループットが大きく向上する。 
図提供：Crystal Solar 社 

反応域 

ウェハー 

ガス注入口 
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ます。でもこれまで誰も実際にやってこなかったのは、現実に行うのが非常に難しいから

なのです。」 
 
 同社は現在、安価な電力へのアクセスが可能で、十分な訓練を受けた技術労働者を調達

できる場所を探している。「太陽光発電には巨大な需要があります。20～30 年後には、数

百ギガワット規模になるでしょう。」と同氏は語った。 
 
 NREL と同社の共同研究は、NREL が産業界と結んだ契約で軌道に乗っている多くの実

例の一つにすぎない。「革新的な民間企業との共同研究は、NREL の活力源の一部です。」

と NREL Technology Transfer Office ディレクターの Kristin Gray 氏は話す。同氏および

と同組織の Anne Miller 氏によれば、毎年 NREL が民間企業との間で締結する共同研究開

発契約(cooperative research and development agreement: CRADA)の数は、他のどの連

邦研究所よりも多い。DOE が一つの CRADA に 1 ドルを投資するごとに、産業界と結ん

だ全契約から合計で 6 ドルを呼び込んでいる計算だ。昨年 1 年間に、NREL は 20 件の新

規ライセンス契約を締結し、60 件を超える新たな特許を出願している。 
 

「NREL の科学者とエンジニアは、持続可能なエネルギーに関する革新的なアイデアを

持つ企業と連携することで、クリーンエネルギー経済へ向けた動きを加速しているのです。」

と Miller 氏は話した。 
 
NREL の太陽電池研究について、より詳しく知りたい方はここをクリックしてください。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 多胡 直子） 

出典：本資料は、国立再生可能エネルギー研究所(National Renewable Energy 
Laboratory)の以下の記事を翻訳したものである。 
“Crystal Solar and NREL Team Up to Cut Costs” 
http://www.nrel.gov/news/features/feature_detail.cfm/feature_id=14393 
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クリーン開発と気候に関するアジア太平洋パートナー

シ ッ プ (Asia-Pacific Partnership for Clean 
Development and Climate, APP)は、オーストラリア、

カナダ、中国、インド、日本、韓国、アメリカで年間

127 万トンの CO2 排出量の削減を目指している。

Nakano と Bennett の方法が成功すれば、工場の生産

量を落とすことなく一日7680トンの鉄を生産する製鋼

工場で年間 60 万トンの CO2 排出を削減できる。この

数字が意味するのは、たった数カ所の工場でこの方法を

実施するだけで APP の目標数値を超えられる、という

ことである。 

(1111-2) 
【環境・省資源分野(環境化学)】 
 
仮訳 

 
廃棄スラグでエネルギーを産出し CO2 を削減(米国) 

2014 年 8 月 31 日 
 
スラグは発電所や冶金工場のプロセスからの廃棄物の灰が溶けて混ざったもの。ガス化

において、スラグは石炭などの炭素原料がガス化した後に残る鉱物性不純物からできる。

金属の精錬では、スラグは精製される際に金属から取り除かれた不純物を含んでいる。

米・国立エネルギー研究所(NETL)の Jinichiro Nakano は簡潔にこうまとめる。「スラ

グは基本的に多くの国で、ほとんどが埋め立て処分される廃棄物です。アメリカも例外

ではありません」。Nakano と共同研究者の James Bennett は、このスラグをより価値

あるものとする方法を発見した。彼らチームは特定の 2 種類のスラグを一定の割合で混

合することで、エネルギーと燃料を産出可能であることを発見したのだ。 
  
2 種類のスラグのうちの一つは冶金プ

ロセスの副産物で、酸化カルシウムが豊

富なものである。もう一つは、石油コー

クス系炭素原料を使用したガス化で生

成される三酸化バナジウムを大量に含

んでいる。放電により溶解したこの 2
種類のスラグが CO2 の存在下で混合す

ると、結果として生じる化学反応は、タ

ービンを回し発電するのに十分なほどの、膨大な量の熱を放つ。同時にこの化学反応は

CO2 を CO に変え、その CO は「さらに追加の発電用に酸素と一緒に燃焼させること

ができ」、「または合成石油といった化学製品の原材料としても利用できる」と、Bennett
は説明する。「さらに CO には大きな価値があります。CO2 ができないことをしてくれ

るのです」。 
 
化学品製造や燃料電池などの工業製品にとって有用な水素ガスも、同じ手順を用いて水

から安価に生産できる。Nakano と Bennett は、これらを生み出す化学反応について最

近出版された International Journal of Hydrogen Energy 掲載の記事で説明している。 
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最も重要なのは、Nakano と Bennett の 2 種類のスラグを混ぜる方法は大気に放出さ

れる CO2 の量を、CO2 を CO に変えることで削減できる可能性があるということだ。

つまり、同プロセスで発生するこの CO は、発電所で燃料、もしくは化学工業で利用で

き、このようなプロセスで必要となる炭素の量を減らすことになる。「これがこの研究

の本当の目的です」、と Bennett は言う。「私たちの排出する CO2 を削減するためです」。 
 
連絡先： James Bennett 541-967-5983; Jinichiro Nakano 541-918-4413 
 
関連リンク 
The International Journal of Hydrogen Energy 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319914001839 
 
Asia-Pacific Partnership for Clean Development and Climate 
http://www.asiapacificpartnership.org/english/default.aspx 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 渡邉 史子） 
 
出典：本資料は米国・国立エネルギー技術研究所(NETL)の以下の記事を翻訳したもの

である。 
“Researchers Use Waste Slag to Create Energy and Cut Emissions” 
http://www.netl.doe.gov/newsroom/labnotes/aug-2014 
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(1111-3) 
 
【蓄電池・エネルギーシステム分野（蓄電池）】 
 
仮訳 
 

充電プロセス中の「リチウムメッキ」現象を観察(ドイツ)  
2014 年 9 月 3 日 

 
蓄電池内部からの実況 

 
リチウムイオン蓄電池は未来のエネルギー貯蔵の解決策とされ、特に電気自動車にお

いては欠くことのできないものとなっている。その鍵となる長所は多量のエネルギーを

貯蔵できる割には、比較的軽量でコンパクトなことである。しかし、充電中に金属リチ

ウムが形成され、付着し、蓄電池の寿命を縮めたり、短絡をも引き起こす。今回、ミュ

ンヘン工科大学(TUM)の科学者たちが、破壊することなくその内部の仕組みを観察する

ことに成功。本プロセスにおける、いわゆるリチウムメッキの謎を解き明かした。 
 
携帯電話、デジタルカメラ、ビデオカメラ、ノート型パソコン－全てリチウムイオン

蓄電池で動いている。これらは携帯機器で使用されるに足る小ささと軽さを保ちつつ、

高エネルギー密度であるのが特徴だ。「リチウムイオン蓄電池は同サイズのニッケルカ

ドミウム蓄電池の 3～4 倍のエネルギーを貯蔵できます。」と Neutron Source Heinz 
Maier-Leibnitz (FRM II：ハインツ・マイヤー・ライプニッツ中性子発生施設)の科学者

である habil. Ralph Gilles 博士は説明する。温度の変動や長期間貯蔵でさえ、リチウム

イオン蓄電池に問題を引き起こすことはない。 

 
リチウムイオン蓄電池は未来のエネルギー貯蔵の 
解決策であるとされている。 
（写真提供：Andreas Heddergott 氏/ TUM)） 
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これらの長所により、リチウムイオン蓄電池は電気自動車の鍵を握る技術となってい

る。そう遠くない未来に、電気自動車は、アクセス可能な距離という点でも、液体燃料

で走行する輸送手段に引けをとらなくなるだろう。そのためには強力で安全な急速充電

蓄電池が必要となる。 
 

リチウムメッキが短絡を引き起こす 
 

しかし、これまで知られているが、ほとんど理解されていない現象が、この目標達成

の妨げとなる。金属リチウム付着又はリチウムメッキと言われるものだ。 
 
簡単に言えば、リチウムイオン蓄電池のエネルギー貯蔵は次のような原理で行われる。

正極（カソード）と負極（アノード）の両方がリチウムイオンを取り込める。充電プロ

セス中は、誘起電場がイオンをカソードからアノードに移動させる。蓄電池の放電プロ

セスにおいてエネルギーを放出しながらリチウムイオンはカソードに戻る。 
 
リチウムイオン蓄電池のカソードはリチウム金属酸化物でできており、一方、蓄電池

のアノードの標準的な材料は層状構造を有したグラファイト（成分は炭素）である。充

電プロセス中、リチウムイオンはこれらの層間に貯蔵される。 
 

しかし、時にリチウムイオンは望みどおりにアノードにインターカレーション（層間

に挿入して貯蔵）される代わりに、金属リチウムを形成する。リチウムはアノード上に

付着し、もはや前述のプロセスで十分に機能しなくなる。その結果、蓄電池性能が落ち、

極端なケースでは短絡をも引き起こす。さらに、金属リチウムには高い引火性がある。 
 

探子に中性子を用いた非破壊検査 
 

これまで、リチウムメッキの作用中の詳細なメカニズムを観察することは不可能であ

った。蓄電池を開けても、その瞬間のスナップ写真を撮れるのみで、金属リチウムの量

は恒久的に変化すると Ralph Gilles 博士は説明する。中性子ビームを用いて、Neutron 
Source Heinz Maier-Leibnitz (FRM II)の科学者 Veronika Zinth 博士と Department of 
Electrical Energy Storage Technology の Christian von Lüders 氏が、蓄電池を切り開

くことなく、蓄電池内部で起こるプロセスを観測することを可能にした。 
 
「他の方式と違い、中性子回折を使って、どの時点でどのようにして強力にリチウム

メッキが生じるのかについて、より詳細に調べることができます。」と Veronika Zinth
氏は説明する。 
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FRM II で材料分析回折装置 STRESS-SPEC を使って、研究者たちは充電及び放電の

それぞれの状態の蓄電池を中性子ビームの中に組み込んだ。入射中性子ビームはブラッ

グの法則に従って回折し、検出器で収集される。これらの信号を使うことで、研究者た

ちは金属リチウムがどの程度形成されるのかを間接的に推定することができた。 
 

充電が急速であるほど、多くの金属リチウムができる 
 

最初の研究成果 
 
 充電プロセスが速いほど、多くの金属リチウムが形成される。通常充放電プロセスに

関わるリチウムイオンの最高 19%が金属形成に関わる。（測定は摂氏 20 度で行われ

た。） 
 急速再充電に続く 20 時間の休止期間中、金属リチウムの一部がグラファイトと反応

し、リチウムイオンとしてグラファイト層にインターカレーションする。これは効果

的な遅延した、ゆっくりとした充電プロセスである。しかし、リチウムメッキの一部

だけが元に戻る。 
 低温が金属リチウムの形成を促進する。 

 
科学者たちはリチウムメッキのメカニズムを解明するさらなる実験を計画している。

その成果はいかに完全にその現象を防ぐかという問題に答えを出す手助けとなるかもし

れない。また、リチウムメッキが生じる前にどのようにして迅速に蓄電池に充電できる

かという問題への解答も含まれる。 
 
本研究はドイツ連邦教育研究省(BMBF)ExZellTUM (Exellence Center for Battery 

Cells)プロジェクトの一環である。ExZellTUM プロジェクトは新エネルギー貯蔵システ

ム及び新製造プロセスの開発、貯蔵システム製造のための戦略及びテスト技術の形成を

対象としている。プロジェクトは、次の 4 パートナーで構成される：Department of 
Electrical Energy Storage Systems、Department of Machine Tools and Industrial 
Management、Department of Technical Electrochemistry 及び Neutron Source Heinz 
Maier-Leibnitz。 

 
公表文献：Lithium plating in lithium-ion batteries at sub-ambient temperatures 
investigated by in situ neutron diffraction, Veronika Zinth, Christian von Lüders, 
Michael Hofmann, Johannes Hattendorff, Irmgard Buchberger, Simon Erhard, Joana 
Rebelo-Kornmeier, Andreas Jossen, Ralph Gilles, Journal of Power Sources, Doi: 
10.1016/j.jpowsour.2014.07.168 
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追加情報 
 
 Heinz Maier Leibnitz Research Neutron Source (FRM II) 
 ExZellTum 

 
連絡先： 
 

Dr. habil. Ralph Gilles 
Technische Universität München 
Neutron Source Heinz Maier-Leibnitz(FRM II) 
Tel: +49 89-289-14665 
ralph.gilles@frm2.tum.de 
http://www.frm2.tum.de 
 

 
 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 勝本 智子） 
 
出典：本資料はミュンヘン工科大学の以下の記事を翻訳したものである。 
“Researchers observe the phenomenon of "lithium plating" during the charging 
process”  
http://www.tum.de/en/about-tum/news/press-releases/short/article/31756/  
(Used with Permission of Technische Universität München) 
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(1111-4) 
【新エネルギー分野(燃料電池・水素)】 
 
仮訳 

クロムの角度を変えて酸素を通す (米国) 
2014 年 9 月 10 日 

Mary Beckman, PNNL 
(509) 375-3688 
 
新開発の半導体材料は、燃料電池効率を向上させるに十分な低温度で作動 
 
ワシントン州 リッチランド – 固体酸化

物 形 燃 料 電 池 (Solid Oxide Fuel Cells: 
SOFCs)の作動温度を低下させ、その発電効

率を向上させることが試みられている。効率

が向上した燃料電池は、自動車や静音でクリ

ーンな分散型発電ステーションとして幅広

く利用することが可能となる。現在の技術の

2/3 ほど低い温度((つまり、現在の技術におけ

る温度の 1/3 の低い温度))で作動する燃料電

池を可能とさせる半導体材料の偶然の発見

が、8 月 18 日の『Nature Communications』
で報告されている。 
 
 DOE のパシフィック・ノースウェスト国立研究所(PNNL) の研究者らは、金属の特

性を持つ金属酸化物の製造中に、新たな金属酸化物を開発した。この金属酸化物である

ストロンチウムクロム酸化物は、導電性のオン・オフが切替えられる半導体として機能

する。また、SOFC に必須となる酸素(イオン)の拡散を容易にする。さらには、より高

効率な燃料電池の実現化につながる温度での酸素(イオン)の拡散を可能にする。 

 

 

 

何もないことが特別なこと 

 燃料電池を広く普及させるには、より優れた材料が不可欠である。SOFC では、負に

電荷した酸素原子を低温度で吸収・移動できる酸化物を必要とする。現在利用されてい

る材料では、（作動温度が）約 800℃(参考に車のエンジンは約 200℃で作動し、鋼鉄

は約 1500℃で溶融)である必要がある。 

経路の指定：酸素(イオン)はストロンチウム

(緑)、クロミウム(青)、そして酸素(赤)でできた

半導体結晶中をジグザグ、もしくは弧を描く経

路(赤矢印)を取ることができる。画像提供：

Nature Communications 
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PNNLの研究者らは、ペロブスカイトと呼ばれる結晶構造を持つストロンチウムクロ

ム酸化物の製造を試みていた。この材料では、ストロンチウム、クロムおよび酸素原子

それぞれが立方晶の構造をとっている。ストロンチウムとクロムの金属原子は、その周

囲にある酸素原子と完全に結合する。 
 
 しかし、実際にできあがった材料ではストロンチウムクロム酸化物はダイヤモンドの

ような三方晶に詰め込まれており、そこでは酸素原子が大量に欠乏していた。 
 
 さらには、酸素空孔と呼ばれる酸素原子が抜けた後の孔が集まり、この新しい結晶構

造中ではっきりとした境界を持つ面を作っていた。これらの面が、材料の外から入る酸

素(イオン)を約 250℃の極めて低い温度で材料((つまり、燃料電池で言えば、電解質材

料))中に拡散させる経路の役割を担うことを研究者らは発見した。 
 
 「酸素空孔は高濃度になると凝集し、元の材料に無い特性を持つ新たなメソスケール

構造を形成します。」と本研究を率いた PNNL の材料科学者である Scott Chambers
は説明する。「その場合、メソスケール結晶構造は酸素(イオン)を極めて効率的に移動

させます。」 
 
 

 

バッドアングルは結合する 

 特定の結合環境を避けようとするクロム原子の元来の性質を活用したところ、研究者

らは思いがけない材料を作ることになった。金属特性を持つ SrCrO3(1:1:3 の割合のス

トロンチウムクロム酸化物)の代わりに、半導体の Sr CrO2.8(1:1:2.8)ができたのだった。 
 
 4 価の陽イオンとしてのクロムが、SrCrO3 で採る酸素との 90°結合をしなかったた

め、その代わりとしてまったく異なる結晶構造を持つ SrCrO2.8 ができた。この材料に

は、酸素(イオン)が極めて容易に拡散できる酸素欠乏領域がある。このような領域が、

材料の電子特性をより良く活用できる方法を提供するだろう。 
 
 「もう一つの利点として、酸素空孔の秩序立った配列により、材料の電気特性と熱特

性を分離できる可能性があります。」と Chambers 研究員は説明する。「このことは、

熱電発電や冷凍での利用において熱電子性能の向上に役立つことになるでしょう。」 
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 研究チームはこの新材料で超高純度の結晶膜を作り、DOE の Environmental 
Molecular Sciences Laboratory (EMSL)の機器と専門知識を利用して材料特性を解明

した。DOE 科学局のユーザー施設である EMSL の科学者らは Chambers 研究員と共

同で、このような結晶膜を製造して研究するために特別に設計された oxygen-assisted 
molecular beam epitaxy deposition system (酸素アシスト分子線エピタキシー成膜装

置)と称される新たな装置を開発した。 
 
 
 
光と電子に向かって 

 研究チームは今回得られた見識を、他の材料に適用する予定である。たとえば、可視

光の集光に重要なポテンシャルを持つエピタキシャルなストロンチウムをドープした

ランタン亜クロム酸塩の成膜、特性評価や解明などに適用する。 
 
 長期的には、研究チームは今回観察できた現象を活用して新たなヘテロ触媒構造のナ

ノ製造を実施する予定である。具体的には、準単一層の量の触媒上重要な金属を三方晶

の酸化物半導体の表面に成膜し、欠陥面と自由面の交差部を利用して、注入した金属原

子をナノワイヤに整列させる。 
 
 本研究は DOE 科学局、EMSL および PNNL より資金提供を受けた。  
 
Reference： 
Hong-Liang Zhang, Peter V. Sushko, RJ Colby, Yingge Du, Mark E. Bowden , and 
Scott A. Chambers. 2014. Reversible Nano-Structuring of SrCrO3-δ Through 
Oxidization and Reduction at Low Temperatures. Nature Communications, August 
18, 2014. DOI: 10.1038/ncomms5669. 

 

 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 松田 典子） 

出典：本資料は米国・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。 
“Angling chromium to let oxygen through”  

http://www.pnnl.gov/news/release.aspx?id=1072 
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(1111-5) 
【新エネルギー分野(太陽光発電)】 
 
仮訳 

 
新レポートが屋根設置や発電事業規模の太陽エネルギー発電コストの 

大幅な低下を報告(米国) 

各地域の煩雑な行政手続きがシステム価格に影響を及ぼす 

By Allan Chen 
2014 年 9 月 17 日 

 
 
カリフォルニア州バークレー－エネルギー省(Department of Energy: DOE)のローレンス

バークレー国立研究所(Lawrence Berkeley National Laboratory: LBNL)が作成した年次

レポートの最新版 2 件によれば、米国の太陽エネルギー発電による電力価格は大幅に下が

り続けている。 
 

また、LBNL がエール大学、テキサス大学オースティン校および DOE と共同で作成し

た 3 番目のレポートでは、各地域における許認可等の行政手続きが住宅用太陽光発電

(photovoltaics: PV)電力価格に対して重大な影響を与える可能性が示されている。 
 
 同年次レポート「Utility Scale Solar」（第二版）

によると、同国の大型の発電事業規模太陽エネルギ

ー発電プロジェクトは、再生可能電力供給の価格競

争力において、ここ数年で飛躍的な進展を遂げた。 
 

「長期契約に基づいて大規模太陽エネルギー発電

プロジェクトから電力会社に販売された電力価格は、

2008 年以降 70%超の割合で下がっています。2013
年または 2014 年に締結された契約のうちから抽出

したサンプルでは、電力の平均販売価格はたったの

50 ドル/MWh であり、これらは米国南西部のプロジ

ェクトに集中しています。」と、同レポートの著者の

一人である LBNL の Mark Bolinger 氏は説明する。 
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これと同時に、発電事業規模 PV プロジェクトの平均前払価格（設置済ベース）は 2007
～2009 年の水準から三分の一を超える幅で低下（つまり三分の二弱に低下）しており、近

年はプロジェクトレベルの性能の平均実績も向上している。 
 
 同レポートでは、設置済ベースのプロジェクト費用（価格）、運転費、設備利用率および

電力購入契約価格に関するデータを追跡している。焦点を 5MW 超の規模の地上設置型太

陽エネルギー発電プロジェクトに絞り、PV と集光型太陽熱発電の両方を取り上げている。 
 
 「太陽エネルギー発電市場で近年このセグメントが成長したため、実際の市場データを

体系的に検証することで、大規模太陽エネルギー発電プロジェクトの立ち上げコストや運

転性能、そして電力の販売価格を直接的に観察できるのです。」と、同レポート共著者の

Samantha Weaver 氏は指摘する。 
 

LBNL が毎年作成する PV コスト追跡レポート

「Tracking the Sun」の最新版によると、2013
年に設置された住宅用および事務所用 PV システ

ム価格（設置済ベース）は、1 ワット当たり 0.70
ドル、前年比で 12～15%低下した。 
 

「これで、米国の住宅用・事務所用 PV システ

ムは 4 年連続で値下がりしていることになりま

す。」と、同レポートの著者の一人である Galen 
Barbose 氏は解説する。2014 年の上半期において

も、同 PV システム価格は最大規模の州市場の多

くで下降傾向が続いている。 
 

この PV システム価格の継続的下落は、PV モジュール価格が 2012 年以降比較的安定し

ていることを考え合わせると、とりわけ注目に値する。近年の設置済ベースの PV システ

ム価格の低下は PV モジュールの値下がりに大きく依存してきたが、その原動力は変化し

つつあるようだ。同レポートは特に、ソフトコスト(soft cost)の低下が重要性を増している

と指摘する。ソフトコストには、マーケティング、営業活動、システム設計、設置作業、

許認可や検査に関連する様々なコスト等が含まれる。 
 

PV モジュール価格の低下を受け、産業界と政策立案者は PV システムのさらなる低価

格化を図るため、徐々にソフトコストを標的にするようになった。同レポートの著者の一

人で LBNL の Naim Darghouth 氏は、次のように指摘する。「モジュール価格が横ばい状

態であるにもかかわらず、システム価格が下がり続けているという事実は、ソフトコスト
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をターゲットとする様々な取り組みが実を結び始めていることを示唆しています。」 
 

本日公表された LBNL によるこれら 2 件のコスト追跡レポートは、PV システムの価格

設定に大きなばらつきがあることについても強調しており、州によって、また PV アプリ

ケーションとシステム構成の違いによって生じる設置済ベースの価格差を詳述している。

その一例として、2013 年に設置された住宅用 PV システムのうち、約 20%は 1 ワット当

たりの価格が 3.90 ドル以下であった一方、同価格が 5.60 ドル超のものも同じ割合で存在

していた。 
 

本日公表された 3 件目の LBNL レポート「How 
Much Do Local Regulations Matter?」によれば、

住宅用 PV 価格設定のばらつきの一因は、各地域に

おける許認可等の行政手続きが異なることにあると

している。 
 

中でも、Vote Solar 社と LBNL のデータに基づく

計算では、各都市での許認可手続きの相違により、

住宅用 PV 価格に 1 ワット当たり 0.18 ドル、すなわ

ち一般的な住宅用 PV 設備の場合で 900 ドルもの差

が発生する可能性がある。また、DOE のデータに

よると、許認可手続きだけでなく、地域で必要とさ

れる各種手続き（配線、区画規制、電力計量方法お

よび融資）の相違によって、都市間の PV 価格差は

さらに拡大するおそれがある。二つの異なる統計モデルによる推定では、都市レベルの最

大平均価格差はそれぞれ 1 ワット当たり 0.64 ドルと 0.93 ドルであり、これを一般的な PV
システムに換算するとおよそ 3000 ドルの差となる。 
 

「現地の手続きをもっと単純に、そして太陽光発電市場の活性化を促すものにするため、

様々な取り組みが実施されています。」と LBNL の Ryan Wiser 氏は説明する。「このレポ

ートの結果は、面倒な地域行政手続きの簡素化を通じて実現し得る PV 低価格化の重大性

を強調しています。」 
 

上述の 3 件のレポートは、関連する要約スライド資料、2 ページのファクトシートおよ

びデータファイルとともに（レポートごとに異なる）、http://emp.lbl.gov/reports/re から

ダウンロードが可能である。同レポートに関するオンラインセミナーについては、近日中

に発表される。 
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本研究は DOE の SunShot Initiative の支援を受けて実施された。SunShot Initiative

は、2020 年までに太陽エネルギーを従来のエネルギー源に対して十分にコスト競争力があ

るものにすることを目的として、積極的に革新を推進する共同的かつ国家的な取り組みで

ある。DOE は SunShot Initiative を通じて、太陽エネルギー発電による電力コストを 0.06
ドル/KWh まで引き下げるための民間企業、大学および国立研究所による試みを支援する。

より詳しい情報については、energy.gov/sunshot を参照のこと。 

 
 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 多胡 直子） 

出典：本資料は、ローレンスバークレー国立研究所(Lawrence Berkeley National 
Laboratory)の以下の記事を翻訳したものである。 
“New Studies Find Significant Declines in Price of Rooftop and Utility-Scale Solar” 
http://newscenter.lbl.gov/2014/09/17/new-studies-find-significant-declines-in-price-of-r
ooftop-and-utility-scale-solar/ 
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(1111-6) 
【蓄電池・エネルギーシステム分野(蓄電池)】 
 
仮訳 

 
EV車の蓄電池モジュールの取り外しと再充電(蓄電池交換システム)

を可能にするアルゴリズムを開発 (米国) 
2014 年 9 月 16 日 

 

 
カリフォルニア州 サンディエゴ – カメラやフラッシュライトの蓄電池を交換する

ように、EV 車の蓄電池も交換できたらどうだろう。 米国カリフォルニア大学サンデ

ィエゴ校のエンジニアチームは、地元サンディエゴのエンジニアリング企業と共同でこ

のことに取り組んでいる。 
 
 蓄電池全体の交換には、手がかかり、大きな重機が必要なため、同エンジニアらは蓄

電池を構成するより小さなユニットを蓄電池モジュールとして取り替えて充電できる

ようにしようとしている。このプロジェクトは Modular Battery Exchange and Active 
Management、略してM-BEAMと呼ばれている(http://www.modularexchange.com)。 
 

蓄電地モジュールシステム開発に取り組むカリフォルニア大学サンディエゴ校の大学院生ら。 
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 エンジニアらは、2002 年型 4 ドアのフォルクスワーゲン・ゴルフを購入して既に改

造済みである。さらに、使用予定の蓄電池パック 2 個のうち 1 個のモジュールを完全に

作製し、EV 車の小型で交換可能な蓄電池モジュールの利便性を認める企業や個人を含

め、現在プロジェクトのスポンサーを探している。 
 
 「これは、ゲームチェンジャーとなる技術です。」と、電気技師でプロジェクトの主

要なスポンサーの一人である Lou Shrinkle は説明する。「単純なアイデアに思えるか

もしれませんが、このシステムを丈夫で実用的なものにするために技術的に困難な課題

をいくつか克服する必要がありました。」 
 
 蓄電池モジュールが交換できるようになると、太陽電池や携帯用発電機などの携帯型

や分散型の電気エネルギー貯蔵システムに広く影響を与える可能性も生まれる。この技

術はエネルギーの貯蔵を自由に構成できるようにして、安全性を高め、メンテナンスを

簡易化し、最終的には化石燃料の利用を不要なものにするかもしれないと、Shrinkle
は指摘する。 
 
 エンジニアらはこの取り組みが実行可能であると考え、さらにそれを実証するために、

取り外して充電できるM-BEAM蓄電池モジュールを装備した車で全米横断走行に乗り

出す予定である。追従する車で充電するモジュールを交換する数分間のみの休憩を取り

ながら、西海岸はサンディエゴから東海岸の南カロライナ州沿岸まで、制限速度を超え

ることなく 60 時間弱で到着できると考えている。 
 
 「この技術では、これまでと

は全く異なる蓄電池マネジメン

トの考え方を必要とします。」

と同大学の Jacobs School of 
Engineering の Raymond de 
Callafon機械エンジニアリング

教授は述べ、次のように続ける。

「モジュールが並列で繋がって

いると電力貯蔵容量は増加しま

すが、この場合モジュール間の

迷走電流を慎重に制御する必要

があるのです。」 
 

 

エンジニアらが全米横断走行で乗り込む、蓄電池モジュールを

備えたフォルクスワーゲン・ゴルフの内部写真。 
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充電予測と電流制御のアルゴリズム 

 de Callafon 教授が率いる研究チームが、各モジュールの蓄電池マネジメントシステ

ムの一部として埋め込みシステムで実行する充電予測と電流制御のアルゴリズムを設

計している。このアルゴリズムは、様々に異なる充電レベル、化学的状態、使用期間の

状態にある蓄電池モジュールを操り、全モジュールの均一な作動を維持させるものであ

る。同研究チームはこの技術について、2014 年 8 月に南アフリカ、ケープタウンで開

催された IFAC World Congress にて『Current Scheduling for Parallel Buck 
Regulated Battery Modules』と題された論文を発表している。 
 
 同研究チームの一員である大学院生の Xin Zhao は、取り外して充電可能な E V 車の

蓄電池モジュールが多くの問題を解決することを同論文で説明している。蓄電池モジュ

ールを交換して連結することで、走行距離の心配をなくし、距離を無制限に伸ばすこと

ができるようになる。現在購入可能な EV 車の平均的な走行距離は、一度の充電で約

70～100 マイルで、従来の電源利用では充電に 4～12 時間かかる。新しい急速充電技

術でも、充電には約 30 分を要し、大電力が蓄電池内を通るため蓄電池の寿命を短縮さ

せ、安全性を低下させる。 
 

 

 

何が変わるのか 

 同研究チームによれば、大きな蓄電池に組み込まれている小さなモジュールを交換・

充電するアプローチには、多

くの利点があるという。まず、

EV 車と蓄電池パックを分け

て購入することが可能となる。

取り外し型蓄電池モジュール

をリース式にすれば、EV 車

の価格は従来式に比べて約

10,000 ドル下がることにな

る。 
 
  

 

さらに、今日現在都市部に居住中の 40%を超える人々が、EV 車充電用の歩道スタン

ドや車庫に備え付けの壁コンセントへのアクセスを持たないが、交換可能な蓄電池モジ

ュールは車から取り外して家の中で充電できる。また、このような蓄電池モジュールは、

制御アルゴリズム設計に取り組む大学院生の Xin Zhao。 
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利用可能な化学物質のバリエーションを増やし、エネルギー密度を高め、コストを低減

して走行距離を伸ばす。取り外しできるこの蓄電池モジュールを家の中に持ちこんで充

電しておけば、電力バックアップシステムの一部にもなる。 

 

 

 

今後の課題 

 しかし、課題は残っている。蓄電池モジュールの重量はそれぞれ 20～30 ポンドで、

軽量であるとは言えない。技術が成熟していけば蓄電池モジュールサイズはティッシュ

箱ほどとなり、重さが 10 ポンドを下回ると研究者らは考えている。EV 車の蓄電池モ

ジュール交換の機能により、このような新しい蓄電池技術の適応が容易になる。 
 
 また、交換可能なモジュー

ルベースの蓄電池システムで

は、ユーザーが充電式蓄電池

モジュールをレンタル、また

は購入できるようなインフラ

が必要となる。蓄電池モジュ

ールを充電したり、充電済み

の蓄電池モジュールを貸出し

たりする企業なども全米で必

要となる。しかし、EV 車の

充電ステーション、特に急速

充電ステーションが広く存在

していないことをエンジニアらは指摘する。蓄電池モジュール交換ステーションは、容

易に徐々に展開できる。プロパンタンクを満タンにするように、地元のガソリンスタン

ドで EV 車の蓄電池モジュールを交換できたらどうだろう。 
 
 高電圧な蓄電池モジュールを取り外して交換する間の感電の危険性もある。研究者ら

が開発したこの蓄電池マネジメントシステムでは、蓄電池が車載されキー・スイッチで

稼働させない限り、出力電圧はほぼゼロである。車が衝突した際やその後に蓄電池モジ

ュールが完全に機能が停止しても安全な低電圧のみを出力するように設計されていて、

短絡を防止する半導体スイッチを内蔵している。 
  
 
 

蓄電地モジュールの近接写真。 
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EV 車搭載のこの蓄電池モジュールの設計と全米横断走行でのテストについて、「こ

の全米横断走行によって、私たちが開発した蓄電池モジュールの性能に関する多くの科

学的データが得られることでしょう。」と de Callafon 教授は胸を躍らせている。研究

チームは、この全米横断走行によって電動輸送機関の携帯型エネルギー貯蔵に対する考

え方が変わることを期待している。 
 
メディア連絡窓口： 
Ioana Patringenaru 
Jacobs School of Engineering 
Phone: 858-822-0899 
ipatrin@ucsd.edu  
 

 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 松田 典子） 
 
出典：本資料は米国・カリフォルニア大学サンディエゴ校(University of California, 
San Diego)の以下の記事を翻訳したものである。 
“Engineers develop algorithms that allow you to switch out and recharge battery 
modules in electric cars”  
http://www.jacobsschool.ucsd.edu/news/news_releases/release.sfe?id=1571  
(Used with Permission of the University of California, San Diego) 

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1111, 2014.11.11

23

mailto:ipatrin@ucsd.edu
http://www.jacobsschool.ucsd.edu/news/news_releases/release.sfe?id=1571


(1111-7) 
【新エネルギー分野(太陽光発電)】 

 
 
仮訳 
 

ZSW がシュトゥットガルトに世界記録を取り戻す(ドイツ) 
 

(化合物半導体)薄膜太陽電池の変換効率で 21.7%の世界新記録を達成 
2014 年 9 月 22 日 

 
 

バーデン・ヴュルテンベルク州太陽エネルギー水素研究センター(ZSW)が（化合物半導

体）薄膜太陽電池で世界新記録を打ち立てた。シュトゥットガルトの科学者たちは銅・

インジウム・ガリウム・セレン化物(CIGS)による太陽電池で 21.7%の変換効率を達成し

た。ZSW はこの太陽電池の性能で本研究機関に記録を取り戻すことに成功した。スウェ

ーデンの研究者が 6 月に新記録を達成したが、今回はそれを%で 0.7 ポイント上回った。

ドイツ南西部で進行中の（性能）向上は太陽光発電をより手頃なものにするのに役立つ。 
 
 シュトゥットガルトのこの新記録の性能は、いまだに市場を支配している多結晶（シ

リコン）太陽電池に対する CIGS 太陽電池のリードを、%で 1.3 ポイント拡げる。「我々

の前進は CIGS 薄膜太陽電池における大きな技術的可能性を再確認するものです。」と

ZSW の理事で太陽光発電部門長である Michael Powalla 教授は語る。「研究所のデータ

は今後数年でさらなる効率向上が可能であることを示しています。これにより CIGS 技

術のコストはさらに急速に押し下げられるでしょう。」 
 
 本新記録の電池は、このような実験での標準サイズである 0.5cm2の面積を有し、研究

所で高い再現性のある同時蒸着プロセスのため、研究所コーティングプラントで製造さ

れた。科学者たちは 21%台を上回る変換効率を持つ 40 個を超える太陽電池を製造した。

このことは、この方法が工業生産に適し、簡単にスケールアップして大量生産できると

いうことを示している。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)が
本研究結果を認証した。 
 
変換効率向上のための競争 

「我々はバーデン・ヴュルテンベルク州の産業が新記録を打ち立てるのには慣れてい

ますが、今回の世界新記録は少し特別です。」とバーデン・ヴュルテンベルク州財政経

済大臣の Nils Schmid 博士は言う。「ZSW で行われている素晴らしい研究は、このよう

なイノベーションにとって鍵となる必須のものです。毎年州から ZSW に供与される約

400 万ユーロの基礎資金が有意義に使われたということです。」 
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太陽電池の変換効率は太陽エネルギーのコスト削減の最も強力な推進力の１つである。 

変換効率は太陽の入射光がどれだけ電気エネルギーに変換したかを示している。「この

効率向上をモジュール製造に導入するには恐らく少し時間がかかるでしょう。」と

Powalla 教授は説明する。「しかし、これから数年内に 17～19%は大いに可能です。」

現在市場で入手可能な CIGS モジュールは約 15%の変換効率である。モジュールの物理

的な面積が広いため、太陽電池セルより効率が低い。 
 
 シュトゥットガルトからの最新の研究結果は、CIGS 薄膜技術がはるかに大きな市場シ

ェアを獲得する可能性を高める。これは Manz 社にとって良い知らせである。ZSW はこ

の産業パートナーに技術をライセンス供与し、共同開発を行った。ロイトリンゲンに拠

点を置くこの会社は、CIGS 薄膜太陽電池パネル製造用ターンキー製造ラインを独占的に

販売しており、今回はこの効率向上を研究所から工場に移転しようとしている。このア

イデアにより、CIGS 太陽光発電システムが実際に世界中のどこででも経済的で手に入り

やすくなる。 
 
 薄膜太陽電池のコーティングはマイクロメーターしかないため、一般的な太陽電池と

比べて製造にかかる材料やエネルギーははるかに少なく、将来の製造コスト削減におい

て大きなインパクトを持つことは間違いない。それが、ドイツ連邦環境省、同経済エネ

ルギー省、バーデン・ヴュルテンベルク州がこの技術に資金を提供している理由である。

ZSW の記録的な変換効率がまたもや立証され、この研究の支援は実を結んでいる。 
 
ZSW について：バーデン・ヴュルテンベルク州太陽エネルギー水素研究センター(ZSW )は太陽光

発電、再生可能燃料、蓄電池技術、燃料電池及びエネルギーシステム分析の分野での応用研究に

おける主要な機関のうちの 1 つである。現在、シュトゥットガルト、ウルム、Widderstall の 3 ヵ

所の ZSW の研究サイトで、約 230 名の研究者、エンジニア、技術者が働き、120 名の研究及び学

生アシスタントがサポートを行っている。 
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翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 勝本 智子） 

 
出典：本資料はバーデン・ヴュルテンベルク州太陽エネルギー水素研究センター(ZSW)
の以下の記事を翻訳したものである。 
“ZSW Brings World Record Back to Stuttgart - New best mark in thin-film solar 
performance with 21.7 percent efficiency”  
http://www.zsw-bw.de/uploads/media/pr12-2014-ZSW-WorldrecordCIGS.pdf 
(Used with Permission of the Centre for Solar Energy and Hydrogen Research 
Baden-Württemberg) 
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