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(1085-1)
【エネルギー(政策)】エネルギー安全保障

再生可能エネルギー

仮訳

ファクトシート：
オバマ大統領がエネルギー安全保障の強化に追加的措置を発表（米国）
政府高官が米国戦闘部隊のためのエネルギー安全保障のコミットメントを明確化
オバマ政権は 2012 年 4 月 11 日、エネルギーの自立と国家安全保障との間の特有かつ重
要な関連性を強調し、米国の戦闘部隊のエネルギー安全保障強化のための新たな措置を発
表した。ミシガン州において、陸軍が、次世代戦闘車両のための最先端エネルギー技術を
開発するために、敷地 30,000 平方フィート(2,787 ㎡)の研究所を新たに開設予定である。
この新研究所は、｢Army Green Warrior Convoy(陸軍グリーン戦闘部隊)」の立ち上げを支
援する計画で、燃料電池、ハイブリッド・システム、バッテリー技術、代替燃料などの先
進車両技術をテスト・実証する予定である。
さらに同日、DOE の｢ARPA(高等研究開発局)｣は、米国で最も優秀な科学者、エンジニ
ア、企業家に、戦場での利用も民生利用も可能なエネルギー貯蔵装置の性能改善に関与さ
せるための研究(競争)公募を立ち上げる予定である。また、国防総省(以下、DOD という)
は、オバマ大統領の一般教書演説内容に基づき、2025 年までに 75 万世帯分の電力を賄う
に十分な 3 ギガワット相当の再生可能エネルギー(太陽、風力、バイオマス、地熱等)を、
陸軍、海軍、および空軍施設に配備するという新目標を設定することで、史上最大のクリ
ーンエネルギーへの関与の１つをコミットしている。
これらの新措置は、オバマ大統領の、米軍戦闘部隊へのエネルギーの供給保障や、全て
の米国民への将来のエネルギー安全保障を確実にする持続可能かつ包括的な戦略に対する
揺るぎないコミットメントに基づくものである。オバマ大統領の就任後、国内の石油およ
びガスの生産量は毎年増加するとともに、輸入石油への依存が減っている。オバマ大統領
によって設けられた歴史的に重要な燃料経済性基準の寄与もあって、この傾向は継続して
おり、一般市民が運転する車の燃費効率を事実上 2 倍に高め、ガソリンスタンドに立ち寄
る顧客数が大幅に減っている。2011 年の米国の原油生産量は、2003 年以来最高となり、1
日当たりの推定生産量が 2010 年の生産量の 120,000 バレル増となった。全体的に見て、
2005 年以降、石油輸入は減少しており、全消費量に対する割合は、2008 年の 57％から
2011 年には 45%へと減少し、1995 年以降最低の数値となった。
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陸軍が次世代戦闘車両開発のための新研究所を開設
米陸軍は 4 月 11 日、次世代型戦闘車両開発のための新研究所をデトロイトの Arsenal
に開設した。学界や産業界とのパートナーシップによって、これらの進歩は、乗客や商用
自動車に対して期待されるものになると考えられる。この研究施設を産業界と学界とで共
有することが、新たなエネルギー技術の開発のための情報やアイディアの交換を促進する
だろう。米国内外での軍事力をサポートする戦闘用および非戦闘用車両向けの先進技術の
開発は、米国部隊の戦闘能力をさらに高めるとともに、米国市民のガソリン代も低く抑え
るものとなる。
Ground Systems Power and Energy Lab：GSPEL の 8 つの最先端研究所は、新たな電
力源、エネルギー、車輌技術について、前例のない全面的なテストおよび評価を可能にす
る。陸軍で最も優秀な、地上車両を研究する科学者、エンジニア、および GSPEL の特殊
機関の技術者たちにより、陸軍は、
未来のエネルギーソリューションを可能にするだろう。

陸軍が Green Warrior Convoy でエネルギー技術のロードテストを実施
GSPEL で開発された先進エネルギー技術に必要なロードテストの一環として、陸軍は、
2013 年に Green Warrior Convoy of vehicles すなわちグリーン(＝環境に優しい)戦闘車
両部隊)を立ち上げる計画を発表する予定である。この戦闘車両部隊は、陸軍の先進自動車
の電力源や技術 (燃料電池、ハイブリッド・システム、バッテリー技術、代替燃料等)につ
いて、テスト・実証を行う予定である。これらの技術が戦闘車両部隊の走行距離と走行時
間を伸ばし、国防能力の向上に一役買うことになる。この戦闘車両部隊は、エネルギーを
改善することの重要性を軍人や一般市民に示すために、学校、大学、コミュニティー、軍
事施設を回る予定である。

DOD が再生可能エネルギー公約を 3 ギガワットまで増加
DOD は、2025 年までに 750,000 世帯分の電力を賄うに十分な 3 ギガワット分の再生可
能エネルギー(太陽、風力、バイオマス、地熱等)を、陸軍、海軍、空軍の設備に配備する
という目標を策定することによって、最大のクリーンエネルギーへの関与の一つをコミッ
トする。この取り組みは、オバマ大統領が一般教書演説の際に設定した、2020 年までに 1
ギガワット相当の再生可能エネルギーを海軍施設に導入するというコミットメントを推進
するものである。2016 年までに空軍で 1 ギガワット、2025 年までに陸軍で 1 ギガワット
という再生可能エネルギー導入目標は、2025 年までに軍のエネルギー需要の 25%を再生
可能エネルギーで賄うという DOD の拡大目標を支援するものである。
再生可能エネルギーは、米軍基地のエネルギーをより安定化させるために、非常に重要
である。新たに出現したマイクログリッドと貯蔵技術とを合わせて、確実で、分散立地の
再生可能エネルギー発電が、米国の軍事施設のエネルギー保障を高める。そうすることで
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DOD は、国家を守るという自らの使命をより確実に遂行できる。これらの目標を納税者
の負担を増やすことなく達成するために、DOD は、Power Purchase Agreements(売電契
約)、Enhanced Use Leasing(リース利用の拡大)、Utility Energy Savings Contracts（公
共施設省エネルギー契約)、 Energy Savings Performance Contracts(省エネルギー成果契
約)といった関係当局を通した民間セクターからの資金供給を有効利用する予定である。

より効果的かつ安全なエネルギー貯蔵のための研究公募を DOE が設立
DOE は ARPA-E( Advanced Research Projects Agency)を通じ、バッテリーなどのエネ
ルギー貯蔵装置の性能を向上させるための取り組みに、米国で最も優秀な科学者、エンジ
ニア、企業家を関与させる研究(競争)資金公募に 3,000 万ドルを投じる。ARPA-E の新た
な「Advanced Management and Protection of Energy-storage Devices (AMPED)」プロ
グラムは、DOD が戦闘用機器に開発しているハイブリッドなエネルギー貯蔵モジュール
の性能の強化など、次世代エネルギー貯蔵用センサー・制御技術の開発を推進する。具体
的には、AMPED 技術により以下の成果が見込まれる。
・戦場における燃料輸送部隊の負担軽減を支援する軍用発電機の燃料効率の改善
・運転・維持コストの削減を支援するための軍用機の発電機の信頼性の向上
・海軍船舶向けの次世代型高性能兵器システムや優れた燃費効率での運転の実現
・次世代の EV およびハイブリッド EV の開発
・米国の電力網の効率と信頼性の向上
これまで ARPA-E は、研究(競争)資金公募を 4 度実施し、5,000 件超の研究チームから
の応募を集め、その結果、180 件の最先端プロジェクトが生まれた。

先進的バイオ燃料イニシアティブの進展をオバマ政権が発表
世界的な石油価格の高騰は、中流階級の家庭から零細企業、DODに至るまで、米国の経
済のあらゆる部分に影響を及ぼす。
DODは、石油価格が 1 バレル当たり 1 ドル高くなると、
1 億 3,000 万ドル増の燃料コストを米国民が負担することになると見込んでいる。これが
理由でオバマ大統領は、将来のエネルギー安全保障のための青写真の一環として、海軍省、
エネルギー省、農務省に対し、軍用・商用向けのドロップイン・バイオ燃料注 1 の事業化を
早めるための民間セクターとパートナーシップを結ぶことを求めた。
海軍省、エネルギー省、農務省の 3 省は、国産原料から、年間数百万ガロンの燃料を競
争力のある価格で生産できる多様な統合型バイオリファイナリーを、民間企業や投資家が
注1

ドロップイン・バイオ燃料(drop-in biofuel)：既存の内燃機関システムやインフラと互換性のあるバイオ燃
料(JPAC サイトより引用 http://www.pecj.or.jp/japanese/overseas/refinery/northamerica.html )
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建設あるいは既存設備への組み込みを後押しするプランを策定した。国防総省の Defense
Production Act Executive Agent は 3 月 29 日、先進ドロップイン・バイオ燃料生産プロ
ジェクト向けに提案を求める BAA（broad area announcement）の事前通告を正式に発表
した。このプロジェクトの目標は、米国の様々な地域に、商業規模のバイオリファイナリ
ーを設立し、様々なプロセスで、多種多様な原料から、ジェット機用および海軍用のバイ
オ燃料を生産することである。ワシントン D.C.に於いて 5 月 18 日、Biofuel Industry
Roundtable(バイオ燃料産業ラウンドテーブル)が開催され、従来の燃料のコストに対して
競争力を持つ代替燃料を生産できる、国内のバイオ燃料市場を構築するために必要なマー
ケットと産業界の専門家を結集する予定である。

翻訳：NEDO（担当

総務企画部

原田

玲子）

出 典 ： 本 資 料 は 、 The White House の HP の “Fact Sheet: Obama Administration
Announces Additional Steps to Increase Energy Security”の記事を翻訳したものである。
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/04/11/fact-sheet-obama-administratio
n-announces-additional-steps-increase-ener
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(1085-2)
【再生可能エネルギー(人工光合成)】分子触媒 人工光合成 turnover frequency
仮訳

人工光合成におけるブレイクスルーが未来のソーラー社会を加速する
（スウェーデン）
スウェーデン王立工科大学(Royal Institute of Technology: KTH)化学科の研究者らは、
自然の光合成と同等の速度で水を酸素と水素に変換することができる分子触媒を開発した。
急速な開発が進むこの分野は、太陽エネルギーの変換と貯蔵におけるより効率的な方法の
開発の可能性へと繋がるだろう。

KTH の Licheng Sun 教授

緑色植物が、光合成によって太陽光エネルギーを電気化学的エネルギーへと変換する能
力を得てから数百万年を経ている。欧州、米国および日本の研究者らは、少なくとも 30
年間にわたり、植物がその成長のために太陽のエネルギーを直接利用するプロセスを研究
室において再現しようと試みて来た。その中で多くの研究チームが光合成を模倣する様々
な方法を発見したが、その結果は部分的な成功のみであり、実用に十分な速度で水を酸素
と水素に分解するプロセスを見出すことはできなかった。今回、KTH の研究者のグルー
プは、人工光合成の最高速度の記録を打ち立てた。(この研究に携わった)有機化学の教授
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である Licheng Sun 教授は、
「人工光合成のプロセスの十分な速度を得ることが、これま
で課題となっていました。
」と述べる。
Sun 教授の研究グループは、
「ターンオーバー頻度(turnover frequency)(ここでは言わば
触媒回転率を指している。)」が、自然界の頻度である 1 秒当たり 100～400 個の酸素分子
に匹敵する、 1 触媒、1 秒当たり 300 個の酸素分子に達する、より効率的な分子触媒を発
見した。
「これは、人工光合成の分子触媒の世界記録で、かつ重要なブレイクスルーである
ことには疑いがありません。
」と Sun 教授は述べる。
自然界のそれに近い速度で水を酸素と水素に分解することにより、気候変動の原因と考
えられている大気中の炭素量の増加に寄与しない代替エネルギー源を大きく後押しするだ
ろう。
Sun 教授は、より速い能力を持つ分子触媒の発見の競争の主要な原因として高騰する石
油の価格を指摘する。この分野の進展は、二酸化炭素をメタノールなどの炭素ベースの燃
料に転換することを可能とし、これに関連する技術は、太陽エネルギーを直接水素ガスに
変換して新たに出現している燃料電池用途に利用できる。また、Sun 教授は、同僚ととも
にこの新しい技術にコスト競争力を持たせるための研究に専心したと付け加える。
「この向上した速度により、例えば太陽光の豊富なサハラ砂漠などでの大規模な水素生
産設備の建設の可能性が開かれました。また、もっと効率的に太陽エネルギーを電気に変
換することが可能になるかもしれません。
」と Sun 教授は述べる。
Sun 教授は、
「今後 10 年以内には、このような研究が石炭と競合できるくらいに安価な
技術に繋がっていると私は確信しています。
」と述べ、こう続ける。
「米国オバマ大統領が
この分野に何十億ドルもの資金を投入しているのは当然だと思います。
」
KTH での 10 年間を含む約 20 年にわたる酸化触媒の研究活動で、Sun 教授と多くの学
者達は、この分野が化石燃料の代替を追究する道であると確信している。
「再生可能エネル
ギーで一番期待されているものは太陽光です。
」と同教授は述べる。
Uppsala 大学および Stockholm 大学の科学者を含む Sun 教授の研究グループは、Knut
and Alice Wallenberg Foundation および Swedish Energy Agency より研究資金を受けた。
KTH の Lars Kloo 教授と Sun 教授は、中国の Dalian University of Technology (DUT)
との共同研究センターにも関わっている。
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より詳しい情報は下記まで：
Licheng Sun: lichengs@kth.se; +46-8-790 81 27

翻訳：NEDO（担当

総務企画部

松田 典子）

出典：本資料は KTH(スウェーデン王立工科大学)の以下の記事を翻訳したものである。
Breakthrough in Artificial Photosynthesis Could Boost Solar Future
（http://www.kth.se/en/aktuellt/nyheter/viktigt-genombrott-for-fornyelsebara-energika
llor-1.307738）
(Used with Permission of the KTH Royal Institute of Technology)
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(1085-3)
【エネルギー（石炭ガス化）】ドライソリッド･フィードポンプ
仮訳

高効率で低公害な石炭ガス化への新たな道（米国）
先進的なドライソリッド･フィードポンプの導入が
米国および海外に電力や化学製品製造の恩恵をもたらす
【2012年4月10日 ワシントンDC】
石炭ガス化（以下、「ガス化」という）、これは
石炭を用いて電力や化学品、燃料を生産する多目的
な技術である。ガス化商業プラントは、本質的に大
気排出、固体副生物、そして排水が少なく、最も厳
しいとされる気体および固形物の排出規制をクリ
アする能力があることが解っている。しかしながら、
ガス化－特に、人為的なCO2排出の主な原因である
火力発電に向けたガス化－を幅広く導入するには、
資金や運転コストが妨げとなっている。
米国エネルギー省(DOE)の化石エネルギー局か
ら資金提供を受けたプロジェクトにおいて、Pratt
& Whitney Rocketdyne社が高圧のドライソリッ
ド･フィードポンプの開発を行ったところであり、
これは効率性を改善し、発展の可能性のある原料と

Pratt & Whitney Rocketdyne 社の
高圧ドライソリッド･フィードポンプ
の完成予想図

して米国西部の低品質炭を導入することにより、ガ
ス化に経済的な競争力をもたらすものである。
本プロジェクトは、Pratt & Whitney Rocketdyne社、化石エネルギー局の国立エネルギ
ー技術研究所(NETL)、ExxonMobil Research and Engineering Company社、Alberta
Innovates – Energy and Environment Solutions(エネルギー環境ソリューション部)、そ
してUniversity of North Dakota(ノースダコタ大学)のEnvironmental and Engineering
Research Center(環境工学研究センター)によって共同で取り組まれている。
現在の商業的ドライフィード･ガス化システムの最高動作圧力は約 450psi である。
一方、
Pratt & Whitney Rocketdyne 社のフィードポンプは、動作圧力が 1,000psi と 2 倍以上に
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なる。システムの圧力が高くなることは、システムの効率が上がることを意味する。つま
り効率が上がれば、電力やその他の製品を生産する上で使用する石炭が少なくなる。資金
や設備運転費、維持費は低下し、使用可能な資源の範囲が拡大する。
低品位炭が使えるというPratt & Whitney Rocketdyne社のシステム能力をガス化装置
へ付加することで、コストはさらに削減される。低品位炭は、高品位な瀝青炭に比べて重
量当たりのエネルギーが少なく、そのため従来のスラリー供給ガス化システムで使用する
にはエネルギー密度が低すぎると一般的に考えられている。しかし、米国で生産される石
炭のおよそ50%は、主に西部諸州で採掘される低品位の亜瀝青炭や褐炭である。これらの
低品位な原料を使用できるシステム能力により、ガス化の選択肢はさらに拡大し、ノース
ダコタ、ワイオミング、テキサスといった低品位炭を生産している州に経済的利益をもた
らす。
なぜ、ガス化の導入はそれほどまでに重要なのだろうか。それは、環境面での利益が大
きいからである。ガス化は、回収、活用、そして貯留が容易なCO2ガス流作ることにより、
工業における炭素管理の実現が期待できる。火力発電において幅広くガス化を導入するこ
とで、CO2の排出を大幅に削減でき、気候変動の緩和が可能となる。また、ガス化をベー
スとした発電では、使用する水が燃焼式の火力発電で消費される水の半分となる。従来の
スラリー供給システムと比較し、Pratt & Whitney Rocketdyne社のフィードポンプは、水
の添加を削減あるいは排除することにより、水の使用量をさらに減少させる。
特に低品位炭を使用するという選択肢を伴う、米国でのガス化が大幅に商業化されるこ
とにより、ガス化技術の導入は世界中においても実現されると見られる。とりわけインド、
中国、トルコ、オーストラリア、そして東ヨーロッパには、かなりの量の低品位炭が埋ま
っている。このような資源をガス化できることによって、これらの国々が二酸化炭素の回
収、活用、そして貯留のイニシアティブへさらに活発に参加することが可能となり、技術
移転を通じて米国のガス化技術産業に利益をもたらすだけではなく、世界の環境面にも利
益をもたらす結果となるだろう。
Pratt & Whitney Rocketdyne社の初となる商業規模の高圧ドライソリッド･フィードポ
ンプは、2012年4月10日にEnvironmental and Engineering Research Centerにて稼働さ
れた。そして、そこで9～12ヵ月間の実証規模の試験を経て、フィード･タイプを取り扱う
上での柔軟性や粒子の大きさ、圧力幅が決められる。もし成功すれば、Pratt & Whitney
Rocketdyne社は商業的な利用に向けて工業的に利用可能なポンプを作り、ガス化は米国お
よび世界における経済やエネルギー安全保障で影響を及ぼす機会を持つこととなるだろう。
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翻訳：NEDO（担当

総務企画部

室井

紗織）

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。
“Opening New Avenues for High-Efficiency, Low-Emission Coal Gasification”
http://www.netl.doe.gov/publications/press/2012/120410_opening_new_avenues.html
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(1085-4)
【エネルギー（燃料電池）】ニッケル
仮訳

ナノ粒子触媒による燃料電池内の運転温度低下の観察結果（米国）
【2012 年 4 月 10 日】米国標準技術研究所(NIST)ナノスケール科学技術センター(Center
for Nanoscale Science and Technology)およびアリゾナ州立大学は、環境制御型透過電子
顕微鏡(ETEM)を用いて、固体電解質形燃料電池(SOFC)内のプラセオジム添加セリア
(PDC)の運転温度を低下させることで、ニッケルナノ粒子の役割を明らかにした。このよ
うな燃料電池は、化学燃料を電気に効率よく変換する上での将来有望な技術である。一般
的に良く使用されているアノードはニッケルとイットリア安定化ジルコニア･アノードで
あるが、高い温度(主に 1000℃超)で作動するため、残念ながらアノードを劣化させてしま
う。しかしニッケルと PDC は、比較的低温の 500℃から 700℃で作動し、アノードをよ
り安定なものにするため、ニッケルとイットリア安定化ジルコニア･アノードの代替アノー
ドとして研究されている。ETEM を用いることにより、研究者は、SOFC 内の水素の分圧
を模倣した 130Pa の乾式水素の大気下で、温度の関数としての、ニッケルと PDC 間の界
面で生じるナノメートル･スケールの構造と化学変化の可視化を可能とした。エネルギー損
失スペクトルを使用することにより、ニッケルナノ粒子を導入することで、2 つの材料の
界面付近での 20nm 深さの還元層で、PDC の還元温度を低下させていることを明らかに
した。還元層の形状や大きさは、2 つの可能性のあるメカニズムと一致しており、それぞ
れはニッケルから PDC への周辺に存在する水素原子のスピルオーバーを含んでいる。ニ
ッケルナノ粒子がこの温度低下の反応にどのように作用するかを理解し制御することで、
効率的かつ長寿命化した SOFC の開発が可能となると研究者は考える。

翻訳：NEDO（担当

総務企画部

室井

紗織）

出典：本資料は、米国･標準技術局（NIST）の以下の記事を翻訳したものである。
“In-Situ Observations Reveal How Nanoparticle Catalysts Lower Operating
Temperatures in Fuel Cells”
http://www.nist.gov/cnst/nanocatalysts_lower_temperatures.cfm
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(1085-5)
【再生可能エネルギー(太陽電池)】色素増感太陽電池(DSC)

白金触媒代替品

硫化物電解液
仮訳

ナノチューブ電極が太陽電池を向上させる（米国）
米国ライス大学と中国清華大学の共同研究により
シリコンベース太陽電池に対する低コストで効率の良い代替品の開発が可能に
2012 年 4 月 17 日、ヒューストン
米国ライス大学と中国清華大学の新しい共同研究により、林立するカーボンナノチュー
ブ(carbon nanotube: CNT)が色素増感太陽電池(dye-sensitized solar cells: DSC)の白金触
媒の効率の良い代替品であることが解明された。
ライス大学の材料科学者である Jun Lou 氏は、ライス大学の発明したプロセスで成長さ
せた単層のナノチューブ配列は、一般的に DSC に使用されている白金触媒よりも電気活
性が高く、より安価であると述べている。このカーボンナノチューブと、清華大学が新た
に合成・開発した硫化物電解液との組合せによって、従来型のシリコンベースの太陽電池
よりも低コストで、より効率的で頑強な太陽電池の開発に繋がる可能性がある。
Lou 氏と同氏の共同筆頭研究者である清華大学の材料科学・工学の Hong Lin 教授は、
オープンアクセスの Nature 誌オンライン版 Scientific Reports にて本研究開発の詳細を説
明している。
機械工学・材料科学の Lou 教授によれば、DSC はシリコンベースの固体の PV セルよ
りも製造が容易であるが、効率性では劣るという。「DSC は色素により増感されます。実
際に学生達が実証に使用した、ベリー類の果汁のような有機色素が理想的です。」と同教授
は述べる。
色素が太陽光の光子(photons)を吸収し、電子の形で電荷を発生させる。電子はまず、電
流コレクターに蒸着した半導体の酸化チタン層によって取り込まれ、その後もう一つの電
流コレクターを通って逆側の電極へと戻る。ヨウ素ベースの電解液を利用した DSC の製
造において進展があったが、ヨウ素は金属製の電流コレクターを腐食させやすく、
「長期的
な信頼性において課題を提起している」と Lou 教授は述べる。
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また、残念なことに、ヨウ素電解液には可視波長の光を吸収してしまう傾向がある。Lou
教授によれば「それは利用できる光子の数が少ないことを意味する」という。
そのため、清華大学の研究者らは、可視光をほとんど吸収せず、単層カーボンナノチュ
ーブカーペット(single-walled carbon nanotube carpets)と上手く機能する非腐食性の硫
化物ベースの電解液を試すことにした。この単層カーボンナノチューブカーペットは、本
研究の論文の共同著者で、ライス大学の Richard E. Smalley Institute for Nanoscale
Science and Technology の著名な化学部門のフェローである Robert Hauge 氏のライス・
ラボで作成されたものである。
「これらは汎用性の極めて高い材料です。
」と Lou 教授は述べる。
「単層カーボンナノチ
ューブは、
ライス大学では長い間利用されてきた材料で、多くの用途が見出されています。
これは、DSC 技術において硫化物ベースの電解液に大変良くマッチすることが判明した、
新たな用途なのです。
」と同教授は続ける。
ライス大学と清華大学の両大学は、実用的な太陽電池を作成しそれぞれ同様な結果を得
た。両大学の太陽電池のエネルギー変換効率は 5.25%で、ヨウ素電解液と白金電極を組み
合わせた DSC のレコードの 11%より低いが、新しい電解液と従来型の白金の対向電極と
を組み合わせた場合より著しく高い。新しい電解液と対向電極の間の抵抗は「これまで見
た中で一番低い」と Lou 教授は言う。
だが、研究の余地はまだある。
「カーボンナノチューブと電流コレクター間には、まだ大
きな接触抵抗があり、カーボンナノチューブの構造上の欠陥がそのパフォーマンスに与え
る影響について、完全には理解されてはいません。しかし、一度すべてが最適化されれば、
優れた効率を得て、全体として手ごろな価格で入手できるようになると信じています。」と
Lou 教授は述べ、以下のように続ける。「非常に魅力的なのは、これがシリコンベースの
太陽電池に対し、非常に低コストな代替品となることです。
」
Lou 教授のラボに所属する大学院生である Pei Dong 氏、および清華大学の大学院生で
ある Feng Hao 氏は、同研究の論文の筆頭著者である。共同著者は、Rice 大学院生の Jing
Zhang 氏、Philip Loya 氏、清華大学の Yongchang Zhang 氏、および中国海南大学の
Jianbao Li 教授である。
本プロジェクトは、ライス大学の Welch Foundation and the Faculty Initiative Fund、
中国の National High Technology Research and Development Program により支援され
た。
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ラボで作成したカーボンナノチューブ電流コレクターと硫化物
ベースの電解液を組み合わせた太陽電池を掲げるライス大学院
生の Pei Dong 氏。この組合せで、太陽電池は現行の色素増感
ユニットに比べより効率的でより安価となる。
(写真提供：Jeff Fitlow/Rice University)
拡大画像：
http://news.rice.edu/wp-content/uploads/2012/04/120410_pei_Jun_Fitlow_037.jpg

拡大画像:
http://news.rice.edu/wp-content/uploads/2012/04/120410_pei
_Jun_Fitlow_039.jpg

ライス大学と清華大学が共同で開発した DSC には、白金の代替としてカーボンナノチュ
ーブを、ヨウ素電解液の代替として硫化物ベースの電解液を使用している。研究者らは、
DSC をより効率的でより 安価なものとすることを期待している 。（写真提供: Jeff
Fitlow/Rice University）
ライス大学で作成した縦方向配列の単層カーボンナノチューブ
のアレー(vertically aligned single-walled carbon nanotubes:
VASWCNTs)は、高価なシリコン太陽電池の代替となる、より
効率的でより安価な DSC を作成するキーとなるものである。
このアレーは、導電性ガラス上に転写され、その上に酸化チタ
ン(titanium oxide)の 2 番目の電極がかぶせられ、清華大学が開
発 し た ヨ ウ 素 フ リ ー 電 解 液 に 囲 ま れ る 。 ( 写 真 提 供 ： Lou
Lab/Rice University)
拡大画像:
http://news.rice.edu/wp-content/uploads/2012/04/Solar-graphic.jpg

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 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。
“Nanotube electrodes improve solar cells”
(http://news.rice.edu/2012/04/17/nanotube-electrodes-improve-solar-cells/)
(Used with Permission of the Rice University)
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(1085-6)
【バイオ・医学技術(医療機器)】陽子線

Ac-225

加速器

ロスアラモス

仮訳

アイソトープを使った新しいがん治療法を後押し(米国)

【ニューメキシコ州 Los Alamos、
2012 年 4 月 11 日】－米国ロスアラ
モス国立研究所における新たな医療
用アイソトープに関するプロジェク
ト成果により、がんの新治療に作用
する物質であるアクチニウム
225(actinium225: Ac-225)のスピー
ディーな大量製造が可能となる見通
しが示された。
ロスアラモス研究所とその共同協
力者であるブルックヘブン国立研究
所は、陽子線を使用することで僅か
数日のうちに現在の年間世界生産量
と同量のアイソトープが製造できる
とし、これによりがん細胞を攻撃す
る医療用アイソトープの深刻な不足
が解消されるという。ロスアラモス、

ロスアラモス国立研究所の科学者 Meiring Nortier が、
概念実証するための生産実験試験用トリウム薄膜ター
ゲットを手にしている様子。研究成果は、ロスアラモ
ス研究所にある加速器、及びブルックヘブン国立研究
所にある類似設備の加速器を使用した場合に、現在の
年間世界生産量と同量の Ac-225 が、わずか 2-5 日のう
ちに製造可能となることを示している。

ブルックヘブン、それにオークリッ
ジ国立研究所の共同研究は Ac-225 の実規模生産及び安定供給に向けた計画を進展させ
るものである。
Ac-225 はアルファ線を放出する。アルファ粒子はがん細胞を破壊する程のエネルギ
ーを有しており、厳密に制御されたターゲット領域を超えて移動して正常細胞を破壊す
ることはほとんど無い。(体内に照射された)アルファ粒子は、皮膚層または皮膚から 1
－2 インチ外側ですぐにその動きを止める。
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これまで Ac-225 の普及を妨げていた原因の一つが、採算の合う実行可能な供給の不
足である。最近、ロスアラモス研究所のアイソトープ製造施設(Isotope Production
Facility: IPF)の科学者らは、研究してきた加速器を用いたアイソトープ製造における
研究開発を成功裏に完了した。2005 年以降、IPF の主要任務は PET スキャンとして知
られる陽電子放射断層撮影に用いられるストロンチウム 82 のような、医用画像に用い
られるアイソトープの製造であった。医用画像への応用に加え、IPF は国家セキュリテ
ィ、環境に関する研究、産業や研究開発における様々な用途に利用可能なアイソトープ
を製作する任務も負ってきた。Ac-225 での功績は医療(現場)における IPF 製アイソト
ープの応用に向けた最初の一歩であり、また重要な一歩でもある。
Ac-225 のような新たながん治療法の開発は、2012 年度の一般教書演説において
Barack Obama 大統領に認められており、こうした新たながん治療法の開発について
大統領は演説において「現在、連邦政府が資金提供を行っている我々の研究所や大学に
おいて、正常な細胞には一切触れずにがん細胞を死滅させる新たな治療法を導くような
発見が起きている。」と言及している。
アイソトープ製造には新たな放射線源(sources)がどうしても必要であると、専門家は
言う。これまでのところ、ウラニウム 233 からトリウム 229 が自然崩壊する過程で年
間 600-800 ミリキューリーの Ac-225 が発生している。
しかし、
現在必要とされる Ac-225
は従来の製造方法による供給可能量をはるかに上回っており、この需要は 2014 年には
100 倍の 50,000 ミリキューリーにも達するだろう。実際に、原子力科学諮問委員会
(Nuclear Science Advisory Committee)のアイソトープグループが最近、製造量と需要
のギャップについて言及し、米国は「Ac-225 を最優先事項とし、アルファ放射体の新
たな製造方法に投資」すべきであるとした。
ロスアラモス研究所の功績は、研究所規模の量の Ac-225 製造に焦点を当ててきた原
子力科学諮問委員会の勧告に対処する手助けとなる。ロスアラモス中性子科学センター
(Los Alamos Neutron Science Center: LANSCE)の特殊な粒子加速器を使い、トリウ
ム薄膜ターゲットを照射して製造する。科学者らは研究所のアイソトープ製造施設に提
供された 100MeV(million-electron-volt)の陽子線と、ロスアラモス研究所の兵器用中性
子研究施設(Weapons Neutron Research Facility)に提供された 200-800MeV の陽子線
を使用する。どちらの施設も LANSCE の一部である。
「予備実験では、加速器を使うことにより、臨床への応用をサポートするために必要
とされる数量が実現可能であることが示された」と本プロジェクトのロスアラモス研究
所研究者である Meiring Nortier 氏は言う。
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ロスアラモスが行った概念実証の功績は 2011 年の国際原子力機関(International
Atomic Energy Agency)のコンサルタント会議において評価を受けている。Nortier 氏
は加速器を使用した Ac-225 の製造に関する詳細を下記のリンク先に発表しており、医
療用アイソトープ製造には原子核に関するデータが必要であると記述している。
(http://www-nds.iaea.org/publications/indc/indc-nds-0591/)
Ac-225 に関する試みが現在シフトしてきており、この材料が日常的に利用可能な医
療用アイソトープとして将来供給が出来るよう、高出力を目標とした大量の放射科学的
処理の開発へと向かっている。ロスアラモス研究所は、オークリッジ国立研究所及びブ
ルックヘブン国立研究所の研究チームと協力して、この最終目標の達成を目指していく。
ロスアラモス研究所及びブルックヘブン研究所の類似施設にある加速器を使った研
究成果では、わずか 2-5 日で現在の年間世界生産量と同量の Ac-225 製造が可能になる
と示している。見通しでは、Ac-225 が日常的に製造されるようになるまでには、2-3
年の製造のスケールアップとプロセスの開発が必要とされるだろう。
本プロジェクトは研究と応用のためのアイソトープ開発・製造(Isotope Development
and Production for Research and Applications)を行う原子核物理室(Office of Nuclear
Physics)を介して、米国エネルギー省科学局から資金を提供されたものである。ロスア
ラモス研究所のアイソトープ・プログラムでは 1970 年代からアイソトープの発生を、
2005 年以降は IPF から依頼されたアイソトープの製造も行っている。
このテーマに関するビデオはこちら
http://www.youtube.com/watch?v=E0r0-FJqmpc&feature=youtu.be

ロスアラモス国立研究所について
ロスアラモス国立研究所は、国家安全保障の観点から戦略的科学に従事する様々な分
野にわたる研究を行う組織であり、米国エネルギー省国家核安全保障局(National
Nuclear Security Administration)に代わって、Bechtel National 社、カリフォルニア
大学、The Babcock & Wilcox 社、URS 社から構成される連合組織 Los Alamos National
Security 社によって運営されている。
ロスアラモスでは、米国の核備蓄の安全性や信頼性を確実なものとし、大量破壊兵器
の脅威を軽減するための技術の開発を行い、エネルギー・環境・インフラ・健康・世界
規模の安全保障に関する問題を解決することによって、国家安全保障を強化している。
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LANL news mediaへの連絡先：Nancy Ambrosiano、(505) 667-0471, nwa@lanl.gov
翻訳：NEDO（担当

総務企画部

望月

麻衣）

出典：本資料は、米国 Los Alamos 国立研究所の下記の記事を訳したものである。
“Cancer therapy gets a boost from new isotope”
http://www.lanl.gov/news/releases/cancer_therapy_gets_a_boost_from_new_isotope.
html
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(1085-7)
【再生可能エネルギー（太陽電池）
】共役系高分子
仮訳

有機太陽電池材料の二層構造を発見（米国）
本発見が性能向上の手掛かりとなり、改良された特性を有する材料の合成を導く
【2012年4月24日-Upton, NY】最高クラスの
性能を持つ有機太陽電池材料のうちの1つを
詳細に調査したところ、通常とは異なる二層
状の構造が解明された。この二層構造は、材
料による太陽光の電力変換における優れた
性能の説明となり、さらに向上した特性を有
する新たな材料の合成につながる。2012年4
月24日の『Nature Communications』誌に
て発表された本研究は、米国エネルギー省
(DOE) の ブ ル ッ ク ヘ ブ ン 国 立 研 究 所
(Brookhaven National Laboratory)の科学
者により実施された。また、米国のStony
Brook University、韓国のSeoul National
University、ドイツのMax Planck Institute
for Polymer Research 、 お よ び 米 国 の
Konarka Technologies社が共同研究を行っ

太陽光材料の構造細部：二層高分子主鎖モチー
フ(立体画像)は、NSLS のビームラインで獲得
された X 線散乱パターン(背景)から得られた。
立体画像の黄色い部分はペアになった主鎖で、
青い部分は液体に似た側鎖を表している。

た。
PCDTBTという名で知られる材料は、アルキル側鎖を有する鎖状炭素骨格で構成された
分子である「ポリカルバゾール(polycarbazole) 共役系高分子」である。電子の移動――電
子の「供与」および「受容」の両方の――能力を有するため、PCDTBTは現在使用されて
いる有機太陽電池材料の中でも最良のものであり、有機太陽電池における変換効率を7.2%
にまで向上させて太陽光を電力に変換することが可能である。
ブルックヘブン研究所の物理学者Benjamin Ocko氏は次のように語る。「この材料は広
く研究されてきたという事実にも関わらず、材料が持つ優れた性能の根拠を示すような詳
細な構造上の特色に関して、報告した者は誰もいなかった。この材料の性能が何故大変優
れているかを理解すれば、科学者が本材料の本質的な特性を利用でき、それによりディス
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プレイや固体照明、トランジスター、そし
て高性能なPVセルといった幅広い用途に
向けた新たな材料の設計が可能となる。」
分子構造を調べるため、ブルックヘブン
研究所の国立シンクロトン光源施設
(National Synchrotron Light Source：
NSLS))にて、研究者は高分解能X線散乱
法を用いて、PCDTBT薄膜フィルムに強
力なX線ビームを照射した。強度の低いX
線を用いていた以前の研究と異なり、本研

ブルックヘブン研究所の研究チームのメンバー
Xinhui Lu 氏、Htay Hlaing 氏、David Germack 氏、
そして Ben Ocko 氏

究では高温における結晶様相の形成が明
らかとなった。さらに、回折X線により生
じたパターンによると、この構造は、これまで研究されてきた他のすべての有機太陽電池
材料で観察された単一の主鎖の構造とは全く異なるパターンの主鎖の対となるペアで構成
されている。
本論文の主執筆者であるXinhui Lu氏は、散乱パターンの分析により、高分子の主鎖に
沿ったうねりを発見し、近接する主鎖のうねりが、どのようにそれぞれに対応してシフト
するのかを発見した。分子モデル･シミュレーションを実行することにより、著者はどの高
分子主鎖の配列が最も安定するかを予測できた。
共役系高分子の中で、この主鎖は電子の導電のパスを提供し、そして普通の油に類似し
たアルキル側鎖は、プロセスに必要な溶媒となる。この側鎖は必要であるけれども、高分
子の電気性能に支障をきたしてしまう。本研究の科学者曰く、PCDTBTは、主にアルキル
材料が少ない主鎖で構成されていることから、斬新であるという。「油や水と同様に、高
分子の共役主鎖のペアは、アルキル側鎖とは‘相分離’しており、このため二層構造を生
じさせる。」と語るのは、本論文の共著者の1人であるDavid Germack氏である。材料の
優れた電気特性の一因と想定されるのが、この構造のモチーフであり、これを理解するこ
とで、新たな有機太陽電池材料の設計に対するガイドとなりうる。
有機太陽電池の開発や商品化における世界的企業であるKonarka Technologies 社の研
究主幹Jeff Peet氏は、次のように語る。「我が社には、合成化学や有機太陽光デバイスの
製造における優秀な専門家がいる一方、ブルックヘブン研究所で利用可能であるような綿
密に構造を評価するツールに乏しい。こうしたツールや、ブルックヘブンの研究パートナ
ーとの共同研究によって、材料間の非常に微小な相違も解明でき、その結果どのようにす
れば次世代の太陽電池材料を設計できるかという決定的な見通しが生まれる。」
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本 研 究 に 携 わ る そ の 他 の 研 究 者 に 、 ブ ル ッ ク ヘ ブ ン 研 究 所 お よ び Stony Brook
UniversityのHtay Hlaing氏、Seoul National UniversityのWon Ho Jo氏、Max Planck
Institute for Polymer ResearchのDenis Andrienko氏およびKurt Kremer氏がいる。
本研究の資金提供元には、DOE科学局、Konarka Technologies社、ブルックヘブン研
究所Energy Laboratory Research and Development Initiative、ドイツ研究振興協会
(German Research Foundation)、およびドイツ教育･研究省がいる。
ブルックヘブンのNational Synchrotron Light Sourceもまた、DOE科学局の支援を受
けている。
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、現代の最も喫緊の課題に取り組んでいる。詳しくはウェブサイトscience.energy.gov.
を参照のこと。
関連リンク
Scientific paper: "Bilayer order in a polycarbazole-conjugated polymer"

翻訳：NEDO（担当

総務企画部

室井

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 Discover Bilayer Structure in Efficient Solar Material”
http://www.bnl.gov/bnlweb/pubaf/pr/PR_display.asp?prID=1405
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(1085-8)
【環境(サステナブル化学)】微生物燃料電池(MFC) バクテリア
仮訳

新しい発電のアプローチがバクテリアからの
エネルギー生産量を高める（米国）
コロラドデンバー大学の研究チームがエネルギー生産量を70倍超にするプロセスを開発
コロラドデンバー大学の科学者チームが、微生物燃料電池(microbial fuel cells: MFCs)
からのエネルギー生産量を 70 倍超にするエネルギーシステムを新たに開発した。この新
しい手法はまた、エネルギー効率も著しく向上させる。MFCs は、廃水や海底堆積物など
の生物分解可能な物質から直接電気を得るためにバクテリアを利用する方法として、出現
したものである。

一つの MFC リアクターから得られるエネルギーは、通常実用化するには大変少ないも
のであるが、同大学のエンジニアは、バクテリアからの電子の能動的な抽出を可能とする
発電システムを開発した。
「この開発されたプロセスによって、
MFC のエネルギーに対する考え方が変わります。」
と同大学の College of Engineering and Applied Science、土木工学の助教授である
Zhiyoung (Jason) Ren 博士は言う。
「私たちはエネルギーを生産して貯蔵できることを証
明したので、これは廃棄物処理やリモートセンシングにおけるゲームチェンジャーとなる
でしょう。
」と同博士は続ける。
収集データによれば、一般に利用されている電荷ポンプに比較して、このシステムはエ
ネルギー出力を 76 倍増加させ、エネルギー効率を 21 倍向上させた。
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「MFC リアクターから出力されるエネルギーを直接利用することは難しいです。
」とエ
ネルギー収穫スキームとプロトタイプシステムを開発した同大学の電気工学の助教授であ
る Jae-Do Park 博士は述べ、次のように続ける。
「そのため、コントロールシステムの役
割が大変重要なのです。私たちのプロトタイプは、エネルギー収穫において大きな進歩を
見せました。
」
“Active Energy Harvesting from Microbial Fuel Cells at the Maximum Power Point
without Using Resistors” の 記 事 は 、 Environmental Science & Technology (DOI:
10.1021/es300313d)にて発表され、4 件のレビューのうち 3 件がexcellent (優)の評価を得
ている。Ren博士、Park博士および博士課程の学生であるHeming Wang氏を含むチーム
はまた、Journal of Power SourcesおよびIEEE Transactions on Energy Conversionにも
一連の関連記事を発表している。
本研究は、米国海軍研究事務所(Office of Naval Research: ONR)により支援された。
この記事の連絡窓口: Erika Matich
303-524-2780
erika.matich@ucdenver.edu

翻訳：NEDO（担当

総務企画部

松田 典子）

出典：本資料は、コロラドデンバー大学の以下の記事を翻訳したものである。
“Breakthrough in Artificial Photosynthesis Could Boost Solar Future”
（http://www.ucdenver.edu/about/newsroom/newsreleases/Pages/new-harvesting-appr
oach-boosts-energy-output-from-bacteria.aspx）
(Used with Permission of the University of Colorado Denver)
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(1085-9)
【再生可能エネルギー（バイオマス政策）】再生可能エネルギーロードマップ
Bioenergy Review

持続可能性

仮訳

英国バイオエネルギー戦略
(「英国バイオエネルギー戦略」全レポートのうち、要旨のみを翻訳)

要旨
1.

英国が2050年までにCO2排出目標値注 1 を達成するために、バイオエネルギーが重要
な役割を担うことは広く認識されている。エネルギーミックスからバイオマスを除
いた場合、我々のエネルギーシステムの脱炭素化にかかる費用は著しく増加すると
見込まれており、最近行われた分析による予測増加額は440億ポンド注 2 となってい
る。2011年の英国の再生可能エネルギーロードマップ(UK Renewable Energy
Roadmap)に明記されているように、バイオエネルギーは、2020年までに再生可能
エネルギーに関するEU指令(Renewable Energy Directive)の目標値を達成すると
いう政府計画の重要な部分でもある。しかしバイオエネルギーには、真のCO2削減
をもたらすか否か、十分なバイオマスの安定供給実現可能性及びそのために必要と
される費用、食糧生産や用材といった他のバイオマス活用形態との土地利用競合、
大気環境・生物多様性・水資源への影響等、リスクと不確実性がつきまとう。

2.

本戦略(レポート)は、バイオエネルギーの便益を確実なものにするために英国連立
政府の取組方針を示すものである。これは連立各政府チームによる徹底した分析か
ら導き出された結果である。我々は便益をどのように確実なものとするかを考察す
るに当たり、英国のエネルギー利用者に向けた持続可能なバイオマス資源生産の有
用性、バイオマス資源を他のものに活用した場合との比較においてCO2がもたらし
得るインパクト、及び他の低炭素エネルギー候補と比較した際のエネルギーシステ
ムにおけるバイオマスの役割等に関する幅広いエビデンスを調査した。また本戦略
は、英国気候変動委員会(Committee on Climate Change)の『Bioenergy Review(バ
イオエネルギーレビュー)』に用いられた分析に基づいて構築されており、連立政
府による当該レビュー注 3 への回答を含んでいる。

注1
注2
注3

DECC, 2050 pathways analysis.
Energy Technologies Institute, ESME modelling.
CCC Bioenergy review, December 2011.
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3.

我々は本文書を可能な限り理解しやすいものに維持しようとしながらも、バイオエ
ネルギーやバイオエネルギー政策に関し専門性をもった人々の関心を集めること
に主眼を置いている。

バイオエネルギー方針：英国におけるバイオエネルギーへの取組
4.

英国政府は、この政策が適切な環境下におけるバイオエネルギー使用のみを支援す
ることを確実なものとする責任を負う。本戦略はバイオエネルギーに関する将来の
政府政策の枠組みとして機能する4つの方針に関する声明に基づくものである。

5.

要約すると4つの方針は次のとおり。
z

バイオエネルギー支援政策は、2050年までの英国のCO2排出目標値を達成あ
るいは上回るよう促進し、真のCO2削減を実現するものでなければならない。

z

バイオエネルギー支援内容は、全体的なエネルギー目標との関わりにおいて、
英国のCO2排出目標値に対し、費用効果に寄与するものでなければならない。

z

バイオエネルギー支援内容は、経済全体において、あらゆる便益の最大化及
び費用の最小化を(定量的かつ非定量的にも)目指すものでなければならない。

z

一定期間毎に、また政策によりバイオエネルギーへのかなりの追加需要が促
進され、現在の使用量による見通しを上回った際には、政策立案者はこの追
加需要による拡充が食糧安全や生物多様性といった他分野に及ぼす影響を評
価し、対応しなければならない。

6.

こうした方針はここ最近議論された政策の多くで明示されたことがなく、今回のよ
うな形で明確に表現されたのは初めてであり、また、将来の政策の方向性を決める
方針に対する見込みのある示唆が体系的に考察されるのも初めてのことである。

7.

こうした方針の目的は、バイオエネルギーを積極的に支援しようという政府の姿勢
を利害関係者に対して明確に示すことである。利害関係者が政策立案を援助し、不
確実性や矛盾がある箇所を判断していくことになる。目標や規則とは違い、方針を
基調とした本システムは十分な柔軟性を持つため、エビデンスや技術の開発・革新
が進化する面における有用性が維持される。

8.

明確で、強制力があり、透明性のある持続可能性という基準は、バイオエネルギー
の生産と活用に関わる問題がこうした方針に一致する箇所と一致しない箇所を区
別するという、全体を俯瞰するような政策において重要な役割を持つ。バイオエネ
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ルギー政策に関して英国政府が特に関心を抱いているのは、バイオエネルギーが温
室効果ガスの排出を真に削減すること、その削減が費用効果を有すること、そして
バイオマスが安定供給されることである。
9.

本戦略は、再生可能エネルギーに関するインセンティブが適用される、持続可能性
を求める現行の基準が方針に沿うよう、より厳格化される必要があると指摘する。
この厳格化を、意欲的かつサプライチェーン(供給)が対応できるスケジュールで行
われなければならない。グローバルな炭素会計の導入は透明性を増加させるもので
あり、英国はこれを推進し続ける。本戦略は、次の3つの方針に基づく枠組みによ
って設定された長期目標の達成に向け、政府が今後、持続可能な道筋を決めるため
に行う活動内容を設定する。
z

国内産バイオマス供給機会の改善

z

持続可能な供給市場の開発促進

z

リスクの低い技術の実用化促進

バイオエネルギーの戦略コンテキスト注4
10. 本戦略では、その方針の実用化を述べるバイオエネルギーの戦略的な背景(コンテ
キスト)を調査している。要約すると、将来の政策は以下を留意すべきである。
i.

木材利用におけるCO2の影響：我々の分析結果によると、バイオエネルギー向
けの木材やエネルギー作物の使用は、代替資源の使用と比較して、全てではな
いが特定の条件において、CO2削減に適した選択肢であると判明している。

ii.

バイオエネルギー（実用化）展開の可能な規模：極めて不確定ではあるが、分
析結果によると、持続可能なエネルギー源であるバイオエネルギー注 5 は、英国
の一次エネルギーにおいて2020年までには約8～11％、2050年までには12%の
割合を占めると見られている。この結論は、他の多くの研究結果と一致してい
る。特に北米などからの国際間の（バイオエネルギー）供給が、この展開を後
押しする主な要因となる。

iii. 非エネルギー部門へのインパクトの可能性：英国や他国において、非エネルギ
ー部門は、バイオエネルギーの成長に影響を受ける。本戦略では、それらの影
注4

訳者注：コンテキスト(Context)とは、プログラムの成功に影響を与える外部要因、つまりプログラム
が始まる前に存在する前提とプログラム実行中に生じる変化(G.B.Jorden, NAPA May 2003)
注5
持続可能なエネルギー源であるバイオマスが言及するバイオマス原料とは、高炭素な資源の土地（例：
泥炭地や原始林）、または競合使用を要する土地から入手された以外のものを指す。
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響をいかにして扱うべきかについて検討する。
iv. 食物や食糧生産に対するインパクトの可能性：バイオエネルギー開発は、食糧
の生産や価格、種の多様性、その他の環境目標、そして国際的な開発や貧困削
減に影響を及ぼす。分析結果によると、英国の政策はこれまで害をもたらすよ
うなインパクトを規制してきたが、現在、緊張状態であり、もしバイオエネル
ギーが適切な環境的および社会的統制が欠如するなどの誤った方向に開発さ
れると、この緊張状態はさらに強まると見られている。
11. 世界的規模のバイオエネルギー部門の特性については、その長期的な発展やバイオ
マス供給の持続可能な増加の量に、これを取り囲む高度に不確実性が存在する。短
期間のアクションに必要とされるケースに対するこの不確実性への慎重な考慮が、
この方針に求められる。この不確実性に対処するために、我々は、この戦略の準備
段階で実施してきたように、バイオエネルギー部門の事業者や、バイオマスのエネ
ルギー用途以外の使用者との協働を続ける。これにより、この分野における新たな
政策措置と、政策が導入された直後の直接的および間接的な影響の両方に対応する。
12. しかしながら、この不確実性が非常に大きいため、我々は何も正当化できないと結
論付けているわけではない。本戦略が定義しているのは、リスクの低いエネルギー
展開への道筋であり、これは現在のエビデンスに基づいており、この（戦略の）方
針と一致する可能性が非常に高く、そして2020年までの再生可能エネルギー目標だ
けでなく、長期にわたる炭素低減の目標に貢献するバイオエネルギー部門を発展さ
せることを可能とする。
要約すると、これらの（道筋には）次のようなものがある。
z

廃棄物：寿命末期を経た材料をエネルギーとして利用することは、バイオマ
スの最適な利用法の一つであり、これによりCO2やコストに対する効果を最
大限にし、そして廃棄物ヒエラルキー（階層管理）と一致する。

z

熱：バイオマスの利用は、バイオマスボイラーか、またはバイオメタンを使
用して、建物や産業（加熱プロセス）にCO2排出量の少ない熱を送る。CO2
排出の少ない発電所および工業工程からの回収可能な廃熱の利用は、この道
筋にとっての重要な要素でもある。
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z

輸送：輸送において化石燃料が利用され続けているが、持続可能性が確実な
らば、バイオ燃料は道路輸送におけるCO2排出の削減において、コスト効率
の良い貢献が可能となる。もし廃材や木材を利用した先進技術が商業化され
れば、道路輸送や他の分野において、中長期的に、バイオ燃料の使用の著し
い成長が見込まれる。

z

電力：現在の石炭火力発電からCO2排出を削減するため、（再生可能エネル
ギーへの）移行燃料として持続可能なバイオマスを利用することは、CO2排
出低減において重要な道筋である。さらに、発熱と発電を組み合わせること
で、バイオマス資源のより効率的な利用ができるので、可能であれば促進す
るべきである。

バイオエネルギー部門の長期的な発展
13. 本戦略の策定の準備段階でのモデル化や分析により得られた重要な知見は、長期に
わたって、最も適切なエネルギー利用は、CO2の回収･貯留が利用可能かどうかによ
って変化するということである。バイオマス燃料システム向けのCO2回収･貯留が利
用可能であると仮定すれば、電力や輸送におけるバイオエネルギー利用は、最も適
切な利用である。
14. また本戦略は、バイオ合成ガスや水素、先進的バイオ燃料の発展をこれらに内在す
る長期的な不確実性に対する、重要なバイオエネルギーのリスク回避の鍵となる選
択肢としてみなしている。これらの機会を実現するため、政府は上で述べられたリ
スクの低い道筋の展開を可能にするあらゆる選択肢を提供すべく、英国の技術研究
や発展、実証の支援を継続する必要がある。このイノベーション支援によって、原
材料エネルギー収率の持続的な増加や、エネルギー効率の最適化やCO2排出量を最
小化するコスト効率の良いプロセスや変換技術の発展を目指す。
15. 本原則の枠組みでは、様々な環境範囲への適応性を志向している。しかしながら、
供給、需要、イノベーション、そしてバイオエネルギー代替に関するエビデンスが
変化する性質を有しているため、政府は本戦略を支援する分析を定期的に再考する
必要性がある。関係者の意見では、5年ごとに再調査し、持続可能な発展に対する
継続した可能性を評価し、これらの原則を変更する将来的な政策決定を報告する必
要がある。
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翻訳：NEDO（担当

総務企画部

望月

麻衣／室井

紗織）

出典：本資料は、英国のエネルギー･気候変動省(Department of Energy & Climate
Change)が発行した“英国バイオエネルギー戦略(UK Bioenergy Strategy)”から、
“要旨
(Executive Summary)”を翻訳したものである。
http://www.decc.gov.uk/publications/basket.aspx?filetype=4&filepath=11%2fmeetin
g-energy-demand%2fbio-energy%2f5142-bioenergy-strategy-.pdf&minwidth=true#b
asket
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(1085-10)
【ナノテク・材料（ナノテクノロジー・革新的部材創成技術）】
【情報通信（半導体）】
【新エネルギー（太陽電池）】
グラフェン

フレキシブル

導電性材料

仮訳

グラフェンベースの新材料がエレクトロニクス産業を変革？（米国）
これまでで最も透光性が高く、軽量でフレキシ
ブルな導電性材料が、University of Exeter の研
究グループによって考案された。GraphExeter と
呼ばれるこの材料は、コンピューター、電話、MP3
プレイヤーを埋め込んだ衣類といった着用可能な
電子デバイスの製造に革命をもたらすと考えられ
る。
GraphExeter はまた、コンピューター化した双
方向機能を持つ｢スマート｣なミラーや窓の製造に
用いることができるかもしれない。この材料はま

University of Exeter の研究者、
Monica Craciun 博士と Saverio Russo 博士

た、幅広い光スペクトルの範囲において透光性が
あるため、太陽電池パネルの変換効率を 30%以上も高めることができると考えられる。
GraphExeter はグラフェンから改造され、エレクトロニクス業界で主流の導電材として
用いられている ITO(インジウムスズ酸化物)よりもはるかにフレキシブル性がある。ITO
は、ますます高価になりつつある限りある資源で、2017 年には底をつくと予想されている。
これらの研究成果は、材料科学分野のトップ機関誌 Advanced Materials で公表されてい
る。
グラフェンは厚さ僅か 1 原子分で電気を通すことができる、
最も薄い物質である。
また、
非常にフレキシブルで、最も強度が高いことで知られている材料の 1 つである。科学者や
エンジニアにおいて、グラフェンをフレキシブルな電子機器向けに適応させる研究競争が
行われてきた。導電性を律速するシート抵抗のために、この研究は難題となっていた。こ
れまで、ITO に代わって増加する材料を創り出せる者は誰もいなかった。
GraphExeter を作るために、University of Exeter の研究チームは、2 層のグラフェン間
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に塩化第 2 鉄分子を挟んだ。塩化第 2 鉄は、材料の透光性に影響を与えることなくグラフ
ェンの導電率を高める。 この材料は、University of Exeter の Centre for Graphene
Science の研究チームによって作られた。この研究チームは現在、布、鏡、窓に直接吹き
かけて使用できる GraphExeter のスプレータイプの開発を行っている。
この研究を率いる University of Exeter のエンジニア、Monica Craciun 博士はこう述
べる。
「我々が開発した Graph Exeter は、エレクトロニクス産業に革命をもたらすかもし
れない。エレクトロニクスに用いられるカーボンベースの、他のどの透光性コンダクター
よりも性能が良く、ソーラーパネルから｢スマート｣T シャツに至る幅広い用途に用いられ
るだろう。我々は、この材料の可能性に非常にわくわくしており、将来、エレクトロニク
ス産業をどこへ導いてくれるのかを目にするのが楽しみだ。
」
Centre for Graphene Science は 、 世 界をリ ー ド するグ ラ フ ェン研 究 に おいて 、
University of Exeter と University of Bath を集結させ、この革新的な新技術の科学的開
発と産業上の利用の間のギャップの橋渡しをしている。
この研究は、EPSRC と Royal Society の資金提供を受けている。
Advanced Materials誌に掲載された論文を参照のこと。

翻訳：NEDO（担当

総務企画部

原田

玲子）

出典：本資料は、University of Exeterの以下 “New graphene-based material could
revolutionise electronics industry”の記事を翻訳したものである。
http://www.exeter.ac.uk/news/featurednews/title_206443_en.html
Used with Permission of University of Exeter.
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(1085-11)
【電子・情報 (ネットワーク)

EUV リソグラフィー 極端紫外線
世界最大のマルチコート EUV ミラー

仮訳

マイクロチップの性能向上（独）
2012 年 5 月 11 日 ソース: Fraunhofer-Gesellschaft
半導体産業は、より速くよりパワフルなチップの供給という課題に直面している。極端紫
外線(extreme ultraviolet: EUV)による次世代リソグラフィーは、そのような課題への対
応の手助けをするだろう。フランホーファーの研究者らは今回、そのキーとなるコンポー
ネントを開発した。
薄型のコンピューター、高性能な携帯電話やタブレットなど、私たちのコンピューター
のパワーセンターである集積回路は、ますます小型化が進み複雑になっている。現在のコ
ンピューターに使用されているマイクロチップには、既におよそ 20 億個のトランジスタ
ーが含まれている。チップの密集度を適切にするために、リソグラフィーを用いて回路(構
造) がチップに露光される。半導体産業は、今後の要件を満たすために 193 ナノメートル
の波長を使用した露光から、たった 13.5 ナノメートルの波長を用いた露光のものに変更す
る計画をしている。これはまったく新しい発光源によってのみ達成が可能である。次世代
リソグラフィーの本命は、極端な紫外線領域の波長を持つ光線である極端紫外線(extreme
ultraviolet: EUV)である。
Fraunhofer Institutes for Laser Technology ILT Aachen, for Material and Beam
Technology IWS Dresden and for Applied Optics and Precision Engineering IOF Jena
の Dr. Klaus Bergmann、Dr. Stefan Braun および Dr. Torsten Feigl は、彼らの研究チ
ームと共に EUV リソグラフィーのキーとなる要素、光源(light sources: ILT)、集光系
(collector optics: IOF)および照明・投影光学系(illumination and projection optics: IWS)
を開発した。博士らのこの戦略的パートナーシップにおける業績に対し、 2012 年
Joseph-von-Fraunhofer prize が授与された。

EUV 放射線の生成
光源の効率性は、EUV の産業利用におけるキーポイントである。ILT を研究した Klaus
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Bergmann 氏のチームは、早くも 2006 年に EUV 源の最初のプロトタイプを開発してお
り、現在では産業利用でチップの露光に既に使用されているベータ版が存在する。
「コンセ
プトは、電気的に貯蔵したエネルギーの急速なパルス放出に基づいています。このプロセ
スでは、少量のスズをレーザーで蒸発させ、大電流で励起させ、毎秒数千回にわたる波長
13.5 ナノメートル(のパルス光を)放出させます。
」と Bergmann 氏は説明する。

世界最大の EUV リソグラフィー用集光ミラー
集光ミラーのクオリティは、露光マスクの正確な場所に照射するのに非常に重要なもの
である。そのコーティングがロスを低く抑え、集光された EUV 照射光線のクオリティを
保証する。
「私たちの課題は、高い熱安定性と照射安定度と高い EUV 反射率を組み合わせ
たマルチレイヤーコーティングシステムを開発し、それを強く湾曲した集光器の表面に適
用することでした。
」と IOF 開発チームの Torsten Feigl 氏は説明する。結果として、世界
最大のマルチレイヤーコートミラーが施された、660 ミリメーター超の直径を持つ EUV
ミラーが開発された。

ミラーとレンズの最適な反射のためのコーティング
照射光線はいったんマスクを通過し、そこから遠方に設置した投影ミラーを通してチッ
プ上に露光される。Stefan Braun 氏と IWS の彼の研究チームは、これらのコンポーネン
ト用に最適な反射層を発明した。マグネトロンスパッタリングにより、追加的な研磨プロ
セスやその場での厚み制御の必要なく、最大限の層(厚み)精度が確保される。大面積の精
密コーティング用マシンタイプは、既に産業利用されている。
ドイツは EUV 技術のパイオニアである。前述の 3 組織は、それぞれの研究活動により
ヨーロッパ内外への供給産業の主要なパートナーとしてその地位を確立している。この新
しいリソグラフィー技術は、2015 年に工業生産の開始が予定されている。

コンタクト:
Dr. rer. nat. Klaus Bergmann
Fraunhofer Institute for Laser Technology ILT
Steinbachstr. 15
52074 Aachen, Germany
Phone +49 241 8906-302

33

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1085, 2012.5.30

Fax +49 241 8906-121
Dr. rer. nat. Torsten Feigl
Fraunhofer Institute for Applied Optics and Precision Engineering IOF
Albert-Einstein-Str. 7
07745 Jena, Germany
Phone +49 3641 807-240
Fax +49 3641 807-601
Dr. Stefan Braun
Fraunhofer Institute for for Material and Beam Technology IWS
Winterbergstr. 28
01277 Dresden, Germany
Phone +49 351 83391-3432

翻訳：NEDO（担当

総務企画部

松田 典子）

出典：本資料は、Research in Germany – Land of Ideas の以下の記事を翻訳したもので
ある。
“Performance boost for microchips”
（http://www.research-in-germany.de/98456/2012-05-11-performance-boost-for-microc
hips,sourcePageId=8240.html）
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