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(1086-1) 
 
【新製造技術（ロボット）】インプラント(埋め込み) 神経信号  極小電極アレイ 
 
仮訳 

 
全身麻痺の女性が思考によりDLRロボットをコントロール（独） 

 
2012年5月16日 

脳梗塞により全身麻痺を負ってから約15年、58歳の米国人女性が再び自分にコーヒーを

出すことができるようになった。これは、彼女が自分の脳から直接送った神経信号により

コントロールできるというドイツDLRの最先端ロボットのアームとハンドのおかげで実

現できた。コーヒーの入ったボトルをロボットハンドで掴み、それを口元へ運び、ストロ

ーでコーヒーを飲むまでにかかる時間はほんのわずかである。この動作を達成するため、

ソフトウェアによって、彼女が手を差し出してボトルを掴みたいという意志を示した神経

信号を極小電極アレイが解読し、その信号がロボットのアームとハンドを動かす指令に変

換される。ドイツ航空宇宙センター(Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt：DLR)
の研究者は、2012年5月17日発行の科学雑誌『Nature』にて、ブラウン大学(Brown 
University)、米国退役軍人省(United States Department of Veterans Affairs)、そしてマ

サチューセッツ総合病院(Massachusetts General Hospital)と共同研究した結果を発表し

た。 
 

2011年4月12日、BrainGateを使用した麻痺患者は、集中した様子で軽量のDLRロボッ

トの動きを注意深く目で追った。彼女が自分の腕を動かす様子を頭の中に描くと、彼女の

脳はそれに関連した信号を4ミリメートル四方のセンサーを経由してコンピューターに送

る。このセンサーは、大脳皮質の運動野という脳の表面に広がる神経細胞の薄い層で、知

覚情報を運動指令に変える部分に、5年以上前に外科医が埋め込んだものである。コンピ

ューターが信号を解読し、そしてこれらの解読された指示をDLRロボットのアームと5本
指のハンドが彼女の麻痺した腕の代わりとなって実行し、それにより彼女は、ほぼ15年ぶ

りに飲み物を自力で飲むことに成功した。脳幹卒中の結果、彼女は話す能力を失い、頭と

目を除いて、自由に動くことが不可能であった。彼女は自分の口にストローを運んだとき、

思わず微笑んだ。 
 
「関係者一同にとって、非常に感動的な瞬間だった。」と語るのは、DLR支援ロボット技

術のプロジェクト･リーダーであるPatrick van der Smagt教授である。この技術は、今ま

で人間が直接に脳のコントロールによって行った最も複雑で洗練された動作を考えるだけ

で行うことを可能としたものである。彼は、ミュンヘン工科大学(Technische Universität 
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München)の機械学習の教授でもある。 
 
神経信号を動作に変換 

 2005年、米国のブラウン大学所属の外科医らは、髪の毛のような薄さの微小電極100個
から成る極小アレイを実験に参加する麻痺患者の脳に埋め込んだ。「2006年には、高度麻

痺を負った人々が、自分の神経信号パターンから解読された運動指令を用いて、コンピュ

ーターのカーソルの動きをコントロールできることを初めて実証できた。」と説明するの

は、ブラウン大学およびロードアイランド州プロビデンスにある退役軍人省の神経科学者

であるJohn Donoghue教授である。Donoghue教授はLeigh Hochberg博士と共に、神経イ

ンターフェイスの研究を指導している。「手足の機能を失ってしまった人々が自立を取り

戻すのを助けられるような技術を開発することこそ、我々の研究の目標である。これらの

試験的な臨床実験に参加する患者には、大いに元気づけられている。」と、Hochberg博士

は語る。 
 
「私はこの機能をDLRのロボット技術の理解と結合したいと考えていた。」と、DLRの科

学者Patrick van der Smagt教授は付け加える。DLRの Institute of Robotics and 
Mechatronics(ロボット･メカトロニクス協会)は、極めて操作しやすいロボットのアームと

ハンドをすでに開発済みであった。このDLRのロボット『Justin』は、以前より人間との

やりとりに加え、物を掴んだり離したりすることも可能であった。その後まもなくして、

van der Smagt教授、Hochberg博士、Donoghue教授、そしてそれぞれの研究チームが連

携し、麻痺を負った人々を対象に人間の脳をロボットアームと連結させ、手を差し出して

物を掴む能力を回復するという画期的な共同研究に取り組むこととなった。 
 

DLRのInstitute of Robotics and Mechatronicsにあるバイオニクス･チームは、2006年
にフィージビリティ･スタディを開始した。チームは、特別なソフトウェアを開発し、

BrainGate社のチームからのデータセットを用いて、神経信号をDLRのロボットアームの

動作につなげられる信号に変換した。最初のテストは、まず麻痺患者はコンピューターの

画面上のロボットアームの動画をコントロールすることから始めた。「我々はロボットの

シミュレーションを用いて研究方法の有効性を確認した後、実際に患者にロボットをコン

トロールしてもらいたいと考え、2010年4月、ついに実現させた。」と、DLRの研究技師

であるJörn Vogel氏は振り返る。科学者が正確に神経信号を解明できるように、患者はま

ずロボットの事前にプログラムされた動きを観察しながら、自分自身がロボットアームを

コントロールする様子を頭の中に描いた。そして対応する脳活動が、記録されて脳の活動

のパターンとロボットの動作の間の『マップ』を作成するのに用いられた。最終的にこの

マップは、患者の指令信号に反応してすぐにDLRのロボットを作動するのに使用された。 
 
 

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1086, 2012.6.27

2



人間とロボットの相互作用 

「もちろん、何よりも重要なのは、ロボットが麻痺患者に危険を及ぼさないことである。」

と、van der Smagt教授は述べる。安全性を最大限にするため、ロボットには外界との想

定外の接触を常にチェックできるセンサーが装備されている。もし想定外の接触が起こっ

た場合、総合制御システムが介入し、数千分の1秒以内にロボットの動きを弱めて、ソフ

トな接触でアームが止まるように力の掛からない状態にする。このシステムは、ロボット

が脳の信号下で動いている間にも、ロボットハンドのグリップ力や、軽量アームの動作ス

ピードを正確に制御する。人間の腕の機能を再生できる複雑な仕組みのロボットに人間の

脳を結合できたのは、本研究が初となる。 
 
本研究によって、長年麻痺の状態に陥っていた人々でさえ、ロボットの手足を動かせる

ほどのレベルで神経信号が機能するということが実証された。「ロボットの使用によって、

一時的にせよ、麻痺患者は自分の手足で行動するのに用いていた機能を取り戻すことがで

きた。」と、DLRの科学者van der Smagt教授は語る。今後、障害を持つ人々が日々の活

動を難なく行うため、人間とロボットシステムの連携を一層拡大するにはどうすべきかを

調査すべく、研究者らは更なる試験の実行を計画している。 
 
 DLRの研究者は、2012年5月22～25日の間にドイツのミュンヘンで行われるFachmese 
Automatica(http://www.automatica-munich.com/de/Home)にて、DLR軽量ロボットアー

ムと5本指ハンドの実用性についての実演を行う。 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 室井 紗織） 
 
 
出典：本資料は、DLR（ドイツ航空宇宙センター）の以下の記事を翻訳したものである。 
“Paralysed woman's thoughts control a DLR robot” 
http://www.dlr.de/dlr/presse/en/desktopdefault.aspx/tabid-10172/213_read-3443/ 
Used with Permission of Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
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(1086-2) 
 
【エネルギー(政策)】洋上風力発電 高圧電流送電システム 
 
仮訳 

 
内務省が大西洋沖の洋上風力発電送電網の開発を推進（米国） 

 
米 内 務 省 (DOI) と 連 邦 海 洋 エ ネ ル ギ ー 管 理 局 (Bureau of Ocean Energy 

Management ：BOEM)は 5 月 14 日、米中部大西洋沖の洋上風力発電用(海底)送電網開発

計画に関する公募の結果、(Atlantic Grid Holdings, LLC の他に)｢応募がなかった｣と発表

した。この決定により、このプロジェクトが Atlantic Grid Holdings, LLC に対して、風

力タービンで発電される電力を最大 7,000 メガワットまで送電可能な、送電網の主要部分

建設の優先権を与えるために必要とされる環境審査に進む道が開かれる。 
 
提案プロジェクトは高圧直流の海底送電システムであり、デラウェア、メリーランド、

ニュージャージー、ニューヨーク、バージニア各州にまたがる大西洋沖の風力タービン施

設で発電された電力を集めるものである。米国で初めて計画されているこのような洋上風

力発電インフラ、すなわち、システムに並行して走る冗長回路(並行冗長回路)は、全長約

790 マイル(約 1.27km)になる。この送電網は、洋上風力発電施設稼動時の同社の推定値に

基づいて洋上風力発電を送電網に接続する段階に合わせて建設される予定である。施設用

地の幅は 200 フィート(約 61ｍ)で、各ハブで追加的な幅をもつケーブルに集められる。こ

の建設用地は、790 マイル(約 1.27km)まで延長されると見込まれており、複数段階から成

るプロジェクトの全段階の建設が完了するには、約 10 年かかるとされる。 
 

BOEMは、このプロジェクトの検討を進める前に、同エリアで送電施設の建設に関心の

あるデベロッパーが他にないか確認する必要があった。その情報を集めるためにBOEMは

昨年 12 月に公募を発表した。BOEMはまた、提案プロジェクトやその影響に関係する設

置許可用地の現地条件と多角的な利用についてパブリックコメントを募った。内務省のプ

レスリリースを参照のこと。 
 

 
翻訳：NEDO（担当 総務企画部 原田 玲子） 

 
出典：本資料は、DOE所管のEEREの記事  “Interior Advances Offshore Atlantic 
Transmission Line”を翻訳したものである。 
http://apps1.eere.energy.gov/news/news_detail.cfm/news_id=18350 
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(1086-2-(1)) 
 
【エネルギー(政策)】洋上風力発電 大西洋沖 送電網 OCS AWC 
 
仮訳 

 
内務省が大西洋沖の洋上風力発電送電網の開発を推進（米国） 

プレスリリース 
2012 年 5 月 14 日 

 
大西洋沖の洋上風力発電プロジェクト参入の公募に対し｢競争応募がなかった｣ことが

明らかになり、計画中の連邦大陸棚(Outer Continental Shelf：OCS)ウィンドファーム送
電網の｢主要部分｣建設について、環境解析に進む道が開かれた。 
 
【ワシントン DC】米国内のエネルギー資源を開発するために、オバマ大統領による、

国内の活用可能な資源全てを活用するといった「包括的」アプローチを掲げ、米内務省副

長官の David J. Haynes 氏と、内務省海洋エネルギー管理局(Bureau of Ocean Energy 
Management：BOEM)の Tommy P. Beaudreau 局長は今日、計画されている大西洋沖風

力エネルギー送電網の建設に対する競争応募はなかったと発表した。この決定により、同

プロジェクトが Atlantic Grid Holdings, LLC に対し、風力タービンで発電される電力を

最大 7,000 メガワットまで送電可能な、送電網の主要部分建設の優先権を与えるために必

要な環境解析に進む道が開かれる。 
 
「オバマ大統領の包括的エネルギー戦略の一環として、我々は米国の洋上風力発電地域、

特に風力エネルギーに恵まれた大西洋沿岸の開発にふさわしいプロジェクトの、責任ある

評価・促進を進めている。」と Hayes 副長官は述べ、こう続けた。「この手の大西洋風力送

電網計画(Atlantic Wind Connection)は、洋上風力発電開発を支援するインフラ開発への

重要な産業的関心を勇気づける合図である。それは、東海岸各地のコミュニティーを活性

化するクリーンエネルギー経済を立ち上げ、イノベーションの促進を意図するプロジェク

トである。」 
 
この提案プロジェクトは高圧直流の海底送電システムであり、ニューヨーク、ニュージ

ャージー、デラウェア、メリーランド、バージニア各州にまたがる大西洋沖の風力タービ

ン施設で発電された電力を集めるものである。米国で初めて計画されている洋上風力発電

インフラ、すなわち、システムに並行して走る冗長回路(並行冗長回路)は、全長約 790 マ

イル(約 1.27km)に及ぶ。この大西洋風力送電網計画(Atlantic Wind Connection：AWC)
の主な投資企業には、Google, Inc、Good Energies II, LP、Marubeni Corporation(丸紅)、
Elia が名を連ねている。 
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｢この送電網主要部分の建設プロジェクトは、我が国の豊富な洋上風力発電資源からの

電力を家庭や業務用グリッドに届ける上で中心的な役割を果たすだろう。｣と BOEM の

Beaudreau 局長は述べ、こう続けた。｢当局が取り組む次のステップは、このプロジェク

トの再生可能エネルギー設備建設許可を公布することにより起こり得る環境に対する影響

を評価することだ。｣ 
 

BOEM はこのプロジェクトの審査段階に進む前に、同エリアにおける送電施設建設に関

心を持つデベロッパーが他にいないか確認する必要があった。昨年 12 月、BOEM はその

情報を集めるために関心を持つ競争企業の公募を行った。また、提案プロジェクトやそれ

による影響に関係すると思われる、施設用地の現地条件や多角的利用に関するパブリック

コメントを募ったところ、将来の決断のための情報提供に役立つ 60 件近いパブリックコ

メントが寄せられた。60 日間のコメント募集期間の後、BOEM は、提案されている中部

大西洋沖の施設用地への建設計画参入に関心を持つ競争企業はいないと判断し、大西洋風

力送電網計画(AWC)開始への道が開かれた。 
 
計画されている送電網は、洋上風力発電施設が稼働時の請負企業の推定値に基づいて、

洋上風力エネルギーをグリッドに接続する段階に合わせて建設される予定である。施設用

地の幅は 200 フィート(約 61m)におよび、追加的に幅をもたせたハブを有するケーブルに

集められている。施設用地は、約 790 法定マイル(スタチュートマイル)(約 1.27km)まで延

長が見込まれており、複数段階から成る建設工程すべてが完了するのに約 10 年を要する

とされる。 
 
本日の発表は、米国の公有地で採取可能な全てのしかるべき再生可能エネルギーおよび

従来のエネルギー資源を開発するために、オバマ政権により調整された計画の一環である。

この計画は、徹底的な環境解析と市民による評価とともに、調整された、焦点を絞ったや

り方で、優先順位を付けて現行の申請を処理する｢スタートからスマートに｣の取り組みの

下、陸上および洋上の再生可能エネルギー開発を要請するものである。 
 
提案プロジェクトに関するファクトシートおよびオバマ政権の再生可能エネルギープ

ログラム情報は、こちらから閲覧可能(和訳は海外レポート 1086 号 2-(2)を参照)。 
施設用地(right of way：ROW)のエリアマップは、こちらより、Atlantic Wind Connection 
の各フェーズを参照のこと。 
 
詳細情報については、BOEMの再生可能エネルギープログラムを参照のこと。 
 
 
 
 

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1086, 2012.6.27

6

http://www.doi.gov/news/pressreleases/loader.cfm?csModule=security/getfile&pageid=295887
http://www.boem.gov/Renewable-Energy-Program/State-Activities/Regional-Proposals.aspx
http://www.boem.gov/Renewable-Energy-Program/Index.aspx
http://www.boem.gov/Renewable-Energy-Program/Index.aspx


 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 原田 玲子） 
 
 
出典：本資料は、DOI の以下 “Interior Advances Offshore Atlantic Transmission Line”
の記事を翻訳したものである。 
http://www.doi.gov/news/pressreleases/Interior-Advances-Offshore-Atlantic-Transmiss
ion-Line.cfm 
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(1086-2-(2)) 
 
【新エネルギー（風力）】洋上風力発電 海底送電システム  
 
仮訳 

 
大西洋沖の洋上風力発電送電網ファクト･シート（米国） 

 
プロジェクト概要 

 Atlantic Grid Holdings, LLCは、「大西洋沖風力送電網(Atlantic Wind Connection)」
構築のため、優先権を要求した。この送電網は高圧直流の海底送電システムで、ニュ

ーヨーク州、ニュージャージー州、メリーランド州、そしてバージニア州の沿岸沖に

ある風力タービン設備で発電した電力を集めるという米国初の洋上インフラ設備であ

る。 
 
 本システムに並列する回路は、全長約790マイル(約1,271km)で、風力タービンの設備

容量のうち最大7,000メガワットが該当地域の高圧グリッドに送電される。 
 
 大西洋風力送電網計画の主要な投資企業は、Google社、Good Energies II, LP社、丸

紅、Elia社である。 
 
 提案中の送電網は、認可された企業による洋上風力発電施設稼働予定の推定値に基づ

いた洋上風力発電をグリッドに接続するフェーズに合わせて建設されることとする。 
 
 優先海域は、幅200フィート(約61m)で、各ハブで追加的な幅を有するケーブルに集め

られる。優先海域は、約790法定マイル(約1,271km)まで拡大すると予想される。プロ

ジェクトの全フェーズの建設完了には約10年かかる。 
 
現在の活動 

 60日間のパブリックコメントと競争公募(コンペ又は提案公募)の後、BOEM(Bureau 
of Ocean Energy Management：連邦海洋エネルギー管理局)は、洋上風力発電送電網

用の中部大西洋沖における優先権計画における競争公募に対する応募がないことを確

認した。 
 
 本決定により、唯一応募した企業であるAtlantic Grid Holdings, LLCに、プロジェク

ト展開の優先権を供与するための環境影響調査が始まる。 
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今後の規制に関するステップ 

 BOEMは、大西洋沖風力発電送電網の優先権の認可を競争させることなく進める予定

で、すぐに、当プロジェクトの全5段階の潜在的影響を考慮する環境影響評価報告書に

移ると予測している。 
 
 規則により、競争する応募なしという本日の告知より60日以内に、Atlantic Grid 

Holdings, LLCはプロジェクトの設備建設プランとその関連の活動を記した「General 
Activities Plan(GAP：総合活動計画)」を提出しなくてはならない。 

 
 BOEMは完成したGAPを受理したら、本計画の技術および環境に関するレビューを行

う。もし優先権が発効されたら、送電業務がGAPに従って実行される限り、優先権は

有効であり続ける。 
 
内務省の再生可能エネルギー･イニシアティブ 

 本日の発表は、米国の国有地において、再生可能エネルギー源および従来のエネルギ

ーとして適切なあらゆる資源を開発するというオバマ政権の協調戦略の一環である。

この計画では、十分な環境的な分析や公共的な見直しと共に、協調的かつ集中的方法

で、既存の取り組みを優先して進めていくという‘Smart from the Start(スタートか

らスマートに)’アプローチに基づいて、陸上および洋上再生可能エネルギーの発展を

予定している。陸上では、2009年以降、内務省が30件の大規模再生可能エネルギープ

ロジェクトを認定してきた。うち、太陽エネルギー設備が16件、ウィンドファームが

6件、そして地熱プラントが8件である。完成すれば、これらのプロジェクトによって、

米国西部のコミュニティーに6,500メガワット以上の電力が供給され、200万世帯以上

に電力が送電される。2009年以前に、国有地で容認された太陽エネルギープロジェク

トはなかった。 
 

 洋上では、洋上風力、波力、そして海水流(海流･潮力)のエネルギー開発に向けた規制

の枠組み作りやその実施のために、BOEMは州、部族や地元の利害関係者、産業と密

接に協力し、最も風力資源があり、利用紛争が少ないとされる中部大西洋OCS(連邦大

陸棚)に沿った風力発電海域を特定した。これらの事前に認可された地域における展開

に焦点を当てることで、その海域の豊富な風力資源の展開を促進する。 
 

 内務省Salazar長官もまた、Cape Wind Associates社というマサチューセッツ州沖の

連邦水域内で初のウィンドファームを開発した企業との商業ベースの風力発電へのリ

ースを認可し調印した。本プロジェクトにより発電されるクリーンな電力によって、

ナンタケット海峡の沿岸にあるコミュニティーの電力需要のうち75%を満たすことが

可能となる。 
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 クリーンで再生可能な風力エネルギーを展開することで、2035年までにクリーンエネ

ルギー資源から国家の電力の80%を発電するという大統領の目標達成を支援する。本

計画では、10ギガワットの洋上風力設備容量(大西洋、太平洋およびメキシコ湾の沿岸

の他、五大湖およびハワイ海域など) を2020年までに、54ギガワットを2030年までに

開発することを求めている。これらの開発のレベルは、平均的な米国人世帯のうち、

それぞれ280万世帯および1,520万世帯へ電力を供給できるほどのエネルギーを生産

する。大西洋洋上風力だけで、およそ1,000ギガワットのエネルギーを生産すると予想

される。 
 
 内務省の取り組みは、「国家洋上風力戦略：米国における洋上風力産業の育成(National 

Offshore Wind Strategy: Creating an Offshore Wind Industry in the United 
States）」として知られており、洋上風力開発において初の省庁間計画の中で、エネ

ルギー省およびその他の連邦機関と連携する。このイニシアティブは、他の海洋利用

との衝突を避け、資源を保護する方法で、世界に誇る持続可能な洋上風力産業を迅速

に発展させるため、強固な連邦機関によるコミットメントを実証する。 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 室井 紗織） 
 

 
出典：本資料は、米国内務省（U.S. Department of the Interior）のサイトで発表された

以下を翻訳したものである。 
“Fact Sheet on Atlantic Wind Connection” 
http://www.doi.gov/news/pressreleases/loader.cfm?csModule=security/getfile&pageid=2
95887 
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中部大西洋沖洋上風力発電エリア 

出典：BOEM大西洋沖の洋上風力発電送電網
http://www.boem.gov/uploadedFiles/BOEM/Renewable_Energy_Program/State_Activities/WEAs_AWC_all_circ
uits01-04-12.pdf 
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(1086-3) 
 
【電子・情報 (ストレージ・メモリー)】 シリコン酸化物ベース ReRAM  

シリコンフィラメント メモリスタ   
 
仮訳 

 
新しいシリコンメモリーチップが開発される（英国） 

2012年5月18日 
  
 
 ロンドン大学ユニバ

ーシティ・カレッジ 
(University College 
London: UCL)の研究

者が、超高速メモリー

の可能性を開く、室温

で動作する初めての純

粋なシリコン酸化物ベ

ー esistive 
Ram(ReRAM)」メモリ

ーチップを開発した。

ス の 「 R

 
 
 ReRAM メモリーチップは大抵の場合は金属酸化物ベースの材料でできており、電圧が

加えられるとチップの電気抵抗が変化し、電源を切った後でもそのような変化を「記憶す

る」。 
 
 ReRAM チップは、USB スティックに使用されているフラッシュメモリーなど現行の技

術に比べてより大量のメモリー貯蔵と省エネ・省スペースを可能とする。 
 
 UCL の研究チームは、電気抵抗の変化を以前よりも顕著に効率的に行う、シリコン酸化

物から成る新しい構造の開発について、Journal of Applied Physics 誌に掲載された論文

で説明している。この材料では固体シリコン酸化物中においてシリコン原子の配列が変化

して、より抵抗の少ないシリコンのフィラメントを形成する。このようなフィラメントの

存在の有無により、ある状態から他の状態への「変化」が示される。 
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 現在開発が進められている他のシリコン酸化物のチップと異なり、UCL の開発したチッ

プは動作に真空を必要としないので、より安価でより耐久性に優れる可能性を持っている。

またその設計により、タッチスクリーンやモバイルデバイスで利用できる透明のメモリー

チップとなる可能性も持つ。 
 
 UCL の研究チームは、UCLB 社という UCL の

技術移転企業の支援を受けており、開発したチッ

プの特許を最近申請した。現在は多くの大手半導

体製造企業との交渉が進められている。 
 

UCL の Electronic and Electrical Engineering 
の Tony Kenyon 博士は「私たちが開発した

ReRAM メモリーチップの消費電力量は標準的なフラッシュメモリーの 1000 分の 1、速度

はその約100倍です。室温での動作が可能なことと、連続的に変化する抵抗を持つことで、

非常に多くのアプリケーションの可能性が開けます。」と説明する。 

 
「私たちはまた、透明な電子機器の開発を念頭に水晶デバイスの作成に当たっていま

す。」 
 
 また、UCL のデバイスは、更なるフレキシビリティを得るために、最後に加えられた電

圧に依存して連続的に変化する抵抗を持たせた設計も可能である。これは、脳における神

経細胞 (ニューロン)の機能の模倣をデバイスに可能とさせる重要な特性である。このよう

な動作をするデバイスは「メモリスタ (memoristor)」としても知られている。 
 
 実用可能なチタン酸化物ベースのメモリスタが 2008 年に初めて実証されており、現在

この技術には大きな関心が寄せられている。シリコンチップへの組み込みの可能性から、

シリコン酸化物のメモリスタの開発は大きな前進となる。 
 
 UCL のこの新しい ReRAM 技術は、UCL のエン

ジニアがシリコンベース LED の作成にシリコン酸

化物を使用している際に偶然発見されたものである。

研究者らはプロジェクトを進める中、開発中のデバイスが不安定な様相を示すことに気が

ついた。 

「私たちが開発した ReRAMメモリーチ
ップの消費電力量は標準的なフラッシュ

メモリーの1000分の1、速度はその約100
倍です。室温での動作が可能なことと、

連続的に変化する抵抗を持つことで、非

常に多くのアプリケーションの可能性が

開けます。」

Tony Kenyon博士

関連リンク 

BBC ニュースオンライン掲載記事 

 
 UCL の博士課程の学生である Adnan Mehonic 氏が、その材料の電気特性を詳しく調べ

るよう指示された。すると Mehonic 氏はその材料は不安定であるということではなく、

様々な電導・非電導の状態を極めて予想通りに繰り返していたことを発見した。 
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 UCL の Department of Electronic and Electrical Engineering に所属する Mehonic 氏
は「私の研究では、私たちがこれまで扱ってきた材料を実際にはメモリスタの製造に使え

ることがわかりました。」と述べ以下のように続ける。 
 
 「この材料のポテンシャルは大変大きいのです。私たちは概念実証開発中に、2 回以上

の電導状態サイクルを利用してチップをプログラムすることができることを示しました。

私たちのデバイスが新しいシリコンメモリーチップへの重要な前進となる可能性に、大変

胸が躍っています。」 
 
 この技術には、メモリー貯蔵を超えた有望なアプリケーションの可能性がある。研究チ

ームはメモリーだけでなく、コンピューターのプロセッサーとしてこの材料の抵抗特性を

利用することを検討している。 
 
 本研究は、英国工学・物理科学研究会議(Engineering and Physical Sciences Research 
Council: EPSRC)によりファンディングを受け実施された。 
 
画像：UCL の ReRAM デバイス 写真提供: UCL、Adnan Mehonic 氏 
メディアコンタクト：Clare Ryan 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子） 
 
 
出典：本資料は、University College London の以下の記事を翻訳したものである。 
“New silicon memory chip developed” 
（ http://www.ucl.ac.uk/news/news-articles/May2012/120518-new-silicon-memory-chip ） 

ed with Permission of the University College London)  (Us
 
 
 
 

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1086, 2012.6.27

14

http://www.ucl.ac.uk/media/common/contact-us
http://www.ucl.ac.uk/media/common/contact-us
http://www.ucl.ac.uk/news/news-articles/May2012/120518-new-silicon-memory-chip


(1086-4) 
 
【ナノテク・材料(材料)】 重要物質 レアアース 
 
仮訳 

 
DOEが重要物質研究のエネルギーイノベーション・ハブを設立（米国） 

2012 年 5 月 31 日 
 

 【ワシントン DC】米エネルギー省(DOE)のスティーブン・チュー長官は今日、新たな

エネルギーイノベーション・ハブの立ち上げに 5 年で最大 1 億 2,000 万ドルを投資し、ラ

イフサイクルを通した重要物質の問題を特定し、その解決策を打ち立てるために、多岐分

野にわたる持続的な取り組みを確立する計画であることを発表した。希土類元素(レアアー

ス)等の重要物質には、磁性、触媒、および発光性などのユニークな化学的および物理的特

性があり、これらは、拡大する多くのエネルギー技術にとって重要である。 
 
これらの重要物質はまた、供給途絶の危機に瀕している。2012 年度で最大 2,000 万ドル

の支援を受けるこのハブは、これらのレアアースやその他の重要物質の確実な供給と、実

際の需要を減らす効率性や代替物質の探究の両方を目指した研究を通して、電気自動車

(EV)、風力発電(風力タービン)、省エネ照明等のエネルギー産業における米国のリーダー

シップを高める取り組みを行う。 
 
「我々は、グローバルエネルギー経済において勝ち抜いていけるように、米国の経営者

やメーカーが今後もこれらの重要物質を入手し続けられるようにしなければならない。」と

DOE のスティーブン・チュー長官は述べ、こう続けた。「米国がこれまでの歴史を通して

壮大な国家課題に取り組んできたように、米国のエネルギーセキュリティに必要なソリュ

ーションを模索するために、有能でクリエイティブな科学者、エンジニア、革新者(イノベ

ーター)を結集させる予定である。我々の成功は、我々の経済を将来に向けて長期にわたり

活性化させる先進エネルギー技術を継続的に生み出せるようにする上で、極めて重要であ

る。」 
 
2010 年に初めて設立されたハブは、多くの異なる機関や技術的専門領域の研究者を有す

る大規模な統合研究センターである。これらは、マンハッタン計画(Manhattan Project)、
レーダーを開発したマサチューセッツ工科大学(MIT)のリンカーン研究所(Lincoln Lab)、
トランジスタを開発したベル研究所(AT&T Bell Laboratories)のほか、ごく最近では、ブ

ッシュ政権時にバイオ燃料などのバイオテクノロジーの先進技術を開拓するために設立さ

れ非常に成功した Bioenergy Research Centers のような、確固たる科学的マネジメント

特性に倣い設立されている。この新設 Critical Materials Hub(重要物質研究ハブ)での研究
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開発により、重要物質の科学技術のあらゆる局面でのイノベーションを推進する計画であ

る。 
 

Critical Materials Hubは｢Critical Materials Strategy(重要物質戦略)｣レポートを基に

設立され、クリーンエネルギー(分野)の部品、製品、プロセスに用いられるレアアース等

の重要物質利用上の課題に取り組むものである。 
 
この Critical Materials Hub が目指す最終目標は、米国の重要物質への依存を減らし、

国内エネルギー技術の展開が将来的な材料の供給不足によって妨げられるようなことが決

してないようにすることである。同ハブは、選鉱、製造、代用物質、有効利用、使用済み

材料のリサイクリングなど、それぞれの重要物質のライフサイクルを通した課題に取り組

む計画である。 
 
大学、国立研究所、非営利組織、民間企業にはそれぞれ、自由競争参加の資格があり、

参加提案書を提出する際にパートナーシップを組むことが奨励されている。公募の実施は、

今年(2012 年)の秋に予定されている。FOAのフルレポートは、こちらのDE-FOA-0000687
を参照のこと。 
 
今回の DOE による Energy Innovation Hub の設立は、2010 年以来 5 回目となる。そ

の他の Energy Innovation Hubs は以下の通りである。 
 
・The Joint Center for Artificial Photosynthesis(人工光合成ジョイントセンター)： 
太陽光から燃料をダイレクトに生産するための最先端研究にフォーカスしている。 
 
・The Consortium for Advanced Simulation of Light Water Reactors(軽水炉の先進的シ

ミュレーション・コンソーシアム)：コンピューターによるモデリングおよびシミュレーシ

ョンを通して原子炉の改良を追及している。 
 
・The Greater Philadelphia Innovation Cluster for Energy-Efficient Buildings (省エネ

ビルのためのフィラデルフィア・イノベーション・クラスター)：省エネビル設計において

大きなブレイクスルー達成に向けた取り組みを行っている。 
 
・Batteries and Energy Storage Innovation Hub(バッテリー及びエネルギー貯蔵イノベ

ーションハブ)設立計画も、今年前半に発表され、競争的提案書の提出期限は今週末であっ

た。現行のハブの情報は、こちらのEnergy Innovation Hubsより参照できる。 
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翻訳：NEDO（担当 総務企画部 原田 玲子） 
 
 
出典：本資料は、DOEの以下  “Energy Department Announces Launch of Energy 
Innovation Hub for Critical Materials Research”の記事を翻訳したものである。 
http://energy.gov/articles/energy-department-announces-launch-energy-innovation-hu
b-critical-materials-research-0 
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(1086-4-(1)) 
 
【ナノテク材料(革新部材)】【環境(3R)】 レアアース  
  
仮訳 

 

 

重要物質戦略 2011(要約)(米国) 
 

 

 
本レポート「重要物質戦略 2011」では、クリーンエネルギー経済におけるレアアー

スメタル及びその他の物質が持つ役割について考察する。風力タービン、電気自動車、

太陽電池用薄膜、及びエネルギー効率の良い照明に使用される、いくつかの重要物質の

価値をハイライトした前回レポート「重要物質戦略 2010」の改訂版に当たる。2011 年

版には、重要物質に関する難題を明確にするための、クリティカル(重要)性の評価、市

場分析、及び技術分析のアップデート内容が含まれている。これは米国エネルギー省

(DOE: Department of Energy)によって収集されたデータ、及び 2011 年に行われた調

査に基づいて作成されている。本レポートの主要ハイライトは次のとおり。： 
 

 複数のクリーンエネルギー技術(風力タービン、電気自動車、太陽光発電用薄膜、

蛍光灯を含む)には、近く供給が逼迫するリスクのある物質を利用するものがある

(Table 1)。こうしたリスクは中長期的に見れば徐々に軽減されていく見込み。 
 

 5 種類のレアアースメタル(ジスプロシウム、テルビウム、ユウロピウム、ネオジム、

イットリウム)についての供給課題は今後数年のうちにクリーンエネルギー技術の

展開に影響を及ぼす。 
 

 この１年間、DOE 及びその他の利害関係者はこうした課題への取組を拡大してき

た。優先順位の高い研究、DOE による最初の重要物質研究計画の策定、各国の専

門家を集めたワークショップ、本テーマに関する連邦政府関係機関の実質的で新た

な調整等への新たな資金提供がこれに含まれる。 
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 教育や訓練を通じた労働能力の構築は、重要物質に付随する脆弱性への対処やチャ

ンスの認識につながる。 
 

 数年のうちに、更なる労働力が必要となる。 
 

本レポートは今後高成長が見込まれるいくつかのクリーンエネルギー技術に焦点を

当てたものである。ここに記載されるシナリオは将来の(確信的な)予言を行うものでは

ない。重要物質に関する将来の需給は、技術のブレークスルー、重要物質不足に対する

市場の対応、その他に起因して、こうしたシナリオとは異なってくるだろう。この分析

は政策立案者や国民への情報提供を意図したものである。詳細および「重要物質戦略

2011」(2011 Critical Materials Strategy)のフルレポートをダウンロードするにはこち

ら(www.energy.gov.)。 
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クリティカル（重要）性の評価 

 「重要物質戦略 2011」では、風力タービン、電気自動車、太陽電池、及び蛍光灯に

必要とされる元素の中から、16 種類についてのクリティカル(重要)性を評価している。

ニッケルとマンガンが昨年から対象元素に加えられた。査定されたクリティカル(重要)
性を、垂直軸がクリーンエネルギーに対する重要性、水平軸が供給リスクを表す 2 次元

グラフにした。本戦略レポートでは元素毎の需給の予測を提示している。その例を

Figure 3 に示す。風力タービン及び電気自動車の磁石に利用される 5 種類のレアアー

スメタル、あるいはエネルギー効率の良い照明に利用される蛍光物質(phosphor)は、短

期間(現在-2015 年)のうちに供給限界に達するとみられている。5 種類のレアアースメ

タルとはジスプロシウム、テルビウム、ユウロピウム、ネオジム、イットリウム。この

他の元素(セリウム、インジウム、ランタン、テルル)は近い将来に供給限界に達すると

みられている。短期から中期(2015 年-2025 年)の間に、クリーンエネルギーにおける重

要性と供給リスクは別の物質にシフトしていく(Figure 1 及び 2)。 
 

 
市場力学(market dynamics) 
過去１年間で、本レポートで査定されている元素の多くは価格が激しく変動し、10

倍に高騰したものもある。本戦略には、レアアースメタル及びその他の物質に関連する

市場力学についての調査が含まれている。ポイントは次のとおり： 
 

 調査が行われた物質への需要は、スチールのような商品金属(commodity metal)へ
の需要に比べ、最近急激に増加している。こうした物質への需要増加は、クリーン

エネルギー技術、及び携帯電話、コンピューター、フラットパネル型テレビといっ

た消費者製品に起因する。 
 

 一般に、過去 10 年間における国際的な物質供給は、利用可能な資本の不足、長い

輸送リードタイム、貿易政策の違い、及びその他の理由から、需要の高まりに対し

ての反応が遅かった。 
 

 多くの大学や研究団体では、重要な学際的知識を養う講義、調査機会、インターン

シップ等を通じ、将来の科学技術や労働の担い手の準備を行っている。 
 

 サプライチェーンのさまざまな段階におけるビジネスは、市場力学に対応している。

あるビジネスでは価格変動や物質不足から身を守るための防衛的方法をとり、別の

ビジネスではさらなる供給源や代替源となる可能性のあるものを提供することに

より、市場チャンス獲得に向けて積極的な反応をしている。 
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 経済的な競争力のため、さらに供給リスクを軽減する上で積極的な役割を担うため

に、原料の重要性が増大していることを多くの政府が認識してきている。 
 

 

 
 
 
技術分析 

「重要物質戦略 2010」に基づき、本レポートは掘り下げた綿密な技術分析を特集し

ており、その結果を以下に示す 
 
 レアアース元素は石油精製において重要な役割を担っているが、レアアース供給停

止によるセクターへの影響は限定的なものである。ランタンは、石油精製における

流動式接触分解(fluid catalytic cracking：FCC)触媒で用いられる。しかしながら、

ランタンの供給は他のいくつかのレアアースに比べそれほど危機的でなく、精油所

はその投入量をある程度調整することができる。近年におけるランタンの価格の大

幅な上昇は、ガソリン価格に僅かな額を加えた程度である。 
 

 風力発電や電気自動車といったテクノロジーを扱う製造業者は、レアアース不足の

際に対応する戦略を遂行している。ネオジムやジスプロシウムを含有する永久磁石

は、風力発電機や電気自動車のモーターで用いられている。近年、両方のテクノロ

ジーを扱う製造業者は、将来のシステム設計に関する決断を下し、供給不足の影響

を受けやすいことに備えて、その供給不足の可能性に対する影響に対して、ネオジ

ムやジスプロシウムから得られる利点のトレードオフ（相殺する活動）を実施して

いる。 
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 照明エネルギー効率基準が世界的に施行されると、照明蛍光体で用いられる重希土

類（heavy rare earths）の供給が不足する可能性がある。米国では、2012年施行

の2つの照明エネルギー効率基準が、ユウロピウム、テルビウム、そしてイットリ

ウムで作られた蛍光体を含有する蛍光灯に対する需要の増加を引き起こすだろう。 
 
 
DOEの戦略 
重要物質の課題に取り組むDOEの戦略は、三本柱からなっている。第一に、多様な

世界的な供給プロセスが必須である。供給リスクに対応するため、資源の供給源は複数

必要である。これは、ここ米国における採取、原料処理と製造だけでなく、他国におけ

る資源代替的供給の促進を働きかけることも意味している。いかなる場合においても、

採取、選鉱、そして原料処理は、環境を損なわない方法で実行されなければならない。

第二に、代替品の開発を実行せねばならない。物質や技術の代替につながる研究が（供

給の）柔軟性を向上させ、クリーンエネルギー経済における材料（物質）に対する要求

を満たす。第三に、リサイクル、再利用、そしてより効率的使用が、新たに抽出される

資源の世界的需要を大幅に下げる。うまく企画された政策を伴ったリサイクル過程の研

究により、長期的に経済的なリサイクルの実行を援助できるだろう。 
 
 
進捗状況 

研究開発 DOEは、重要物質に関する研究開発(R&D)計画を展開してきた。このR&D
計画は、DOE戦略の三本柱に沿ったもので、これにより2010年11月から2011年10月の

間に5回にわたるDOE主催の技術ワークショップが行われた。過去1年以内の資金提供

の中で、エネルギー高等研究計画局(Advanced Research Projects Agency-Energy)およ

びエネルギー効率･再生可能エネルギー局(Energy Efficiency and Renewable Energy 
Office)が、磁石、エンジン、発電機の代替研究に4,000万ドル超の助成を行った。 

 
省庁間の連携 重要物質を取り巻く課題は、様々な連邦政府機関の任務にも関係する。

従って、組織的かつ政府横断的な重要物質の指針の展開に向け、DOEは他省と協力し

た取り組みを行っている。来年には、DOEのR&D計画はより大きな省庁間ロードマッ

プの策定も報告する計画である。 

 
2010年3月以来、ホワイトハウス科学技術政策局 (the White House Office of Science 

and Technology Policy)は、重要物質や供給プロセスに関する省庁間のワーキンググル

ープを開催してきた。本グループは、市場リスク、高成長する新興工業における重要物

質、そしてイノベーションを通じた長期的な利益の機会などの課題の調査を行っている。 
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国際的な取り組み 重要物質に関する国際協力により、あらゆる国々がクリーンエネル

ギーの目標を達成可能となる。過去1年で、DOEは欧州連合、日本、オーストラリア、

そしてカナダと共に、資源地図の作成、選鉱、原料処理、代替やリサイクルなどの可能

なR&D協力トピックスを特定するワークショップを数回開催した。また、DOEは重要

物質マーケットにおける透明性を向上させるために国際的情報の共有を推進している。

DOEは、対話や協力機関を通して、国際的なパートナーとの関与を継続させる。 

 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 望月 麻衣 ／ 室井 紗織） 
 
出典：本資料は、米国エネルギー省の以下の記事を翻訳したものである。 
“The 2011 Critical Materials Strategy (Summary)” 
http://energy.gov/sites/prod/files/DOE_CMS_2011_Summary.pdf 
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(1086-5) 
 
【ナノテク・材料(材料)】【電子・情報(デバイス)】 印刷エレクトロニクス ITO代替  

 
 

仮訳 
 

Cu-Niナノワイヤーが印刷エレクトロニクスに 
最適な材料になり得る（米国） 

古い1セント銅貨とは異なりCu-Niナノワイヤーはその輝きを失わず 
印刷エレクトロニクスやディスプレイ画面への利用によりふさわしいものとなる 

2012年5月29日 
  
ノースカロライナ州ダーラム— 自由の女神像や古い 1 セント銅貨は緑色の変色が進ん

で行くが、銅ナノワイヤーを使用した印刷エレクトロニクスやディスプレイ画面は元の色

を保ち続ける。 
 
米デューク大学の化学者らは、ニッケル(Ni)を混合した銅(Cu)原子の細いヒモ状のもの

から柔軟性と導電性を持つ新たなナノワイヤーを開発した。フィルム状の Cu-Ni ナノワイ

ヤーは、銀と銅で出来たナノワイヤー上で電子の移動が遮断されてしまうような条件下で

あっても導電することができるという。 
 

 Cu-Ni ナノワイヤーでできたフィルムは安定しており、かつ製造が比較的安価なため、

印刷エレクトロニクスを始め電子ペーパー、スマートパッケージやインタラクティブな衣

類などの製品に利用できる魅力的な選択肢であるとデューク大学の化学の助教授である

Benjamin Wiley 氏は言う。同助教授の研究チームが開発したこの新しいナノワイヤーの

詳細は、5 月 29 日の NanoLetters 誌オンライン版に掲載されている。 
 
この新しい Cu-Ni ナノワイヤーは、インジウムスズ酸化物(indium tin oxide: ITO)の低

コストの代替となる見込みのある材料として Wiley助教授の研究室が開発した最新のナノ

材料である。ITO はガラスコーティングされ、携帯電話や電子書籍リーダー、iPad などの

ディスプレイ画面の透明な導電層を形成する。 
 
 インジウムはキロ当たり 600～800 ドルの高価な希土類であり、そのほとんどが中国で

採掘され輸出されるが、輸出量が制限されているため価格が上昇している。ITO は比較的

時間のかかる高価なコーティングプロセスにて蒸着されるため、コストがさらに高くなる。

ITO フィルムは壊れやすく、スーパーのレジでの精算に導入した手書きの署名入力
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(signature pads)が結局は機能しなくなる主な原因であり、未だに丸められるフレキシブ

ルな iPad が存在しない理由でもある。 
  
 Wiley 助教授の研究室は、昨年、速くて安価なコーティングプロセスで液体から蒸着可

能な銅ナノワイヤーのフィルムを開発した。これらの導電性フィルムは、現行の ITO フィ

ルムに比べさらに柔軟性に富む。また、銅はインジウムに比べ埋蔵量が千倍で価格は百分

の一である。しかし銅ナノワイヤーフィルムの一つの問題は、ディスプレイ画面では好ま

しくないオレンジの発色が現れることである。また銅ベースのフィルムは、自由の女神像

や古い 1 セント銅貨が緑色に変化するのと同様な化学変化を起こし、空気に触れると徐々

に酸化してしまうと Wiley 助教授は述べる。 
 
 ところがニッケルは、緑色に変化することがほとんどない。アメリカの 5 セント硬貨か

らヒントを得て、ニッケルを合わせることで銅ナノワイヤーの酸化を防ぐことができるの

ではないかと Wiley 助教授は考えた。同助教授と研究チームの大学院生である Aaron 
Rathmell 氏は、ニッケル塩の溶液中で銅ナノワイヤーを加熱することにより、銅ナノワ

イヤー中にニッケルを混合させる方法を開発した。 
 
 「数分の間にナノワイヤーはさらに灰色がかりました。」と Wiley 助教授は述べる。 
 
 Rathmell 氏と Wiley 助教授は、それからこの新しいナノワイヤーを様々な温度で焼成

し、どれだけ長く、導電性と耐酸化性を維持できるかを調べた。その結果このナノワイヤ

ーは、その導電性の 50%を損失するには室温の空気に触れた状態で 400 年を要することが

わかった。銀のナノワイヤーは同様な条件下では 36 分でその導電性の 50%を失ってしま

う。銅ナノワイヤーはたったの 3 分しかもたない。 
 
 Wiley 助教授は、Cu-Ni ナノワイヤーはそのもので、銀や銅に匹敵するもののすぐには

フラットパネルディスプレイに使用される ITO の代替とはならないと述べ、同様な透明度

を持つフィルムとして Cu-Ni ナノワイヤーフィルムに ITO 並みの導電性を持たせるのは

まだ不可能であると説明し以下のように続ける。「その代わりに、例えば印刷エレクトロニ

クスなど、ITO を使用できない分野へのアプリケーションに現在は重点的に取り組んでい

ます。」 
 
 Cu-Ni ナノワイヤーの優れた安定性は、特定の印刷エレクトロニクス用途で重要となる、

数年間超の安定した導電性レベルを必要とする用途において、銅や銀のより良い代替とな

ると Wiley 助教授は言う。 
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 印刷エレクトロニクスは、導電性があり電子的にアクティブなインクを、雑誌、消費者

向け包装や衣類のデザインなどを製造する印刷プロセスと組み合わせるものであると同助

教授は説明する。低コストで高速なこのような印刷プロセスは、太陽電池、LED、プラス

チック包装や衣類の製造に魅力的なものである。 
 
 Wiley 助教授が共同設立した、ノースカロライナ州ダーラムの新興企業である

NanoForge 社では、Cu-Ni ナノワイヤーを印刷エレクトロニクスと他の可能性のある用途

でテストするために、その製造を開始している。 
 
 
  
引用 : "Synthesis of Oxidation-Resistant Cupronickel Nanowires for Transparent 
Conducting Nanowire Networks'" Rathmell, A. R., Nguyen, M., Chi, M. and Wiley, B. 
J.  2012 年 5 月 29 日発行 NanoLetters 誌 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子） 
 
 
出典：本資料は、Duke University の以下の記事を翻訳したものである。 
“Copper-Nickel Nanowires Could Be Perfect Fit For Printable Electronics” 
（http://today.duke.edu/2012/05/cuninano）  
(Used with Permission of the Duke University)  
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(1086-6) 

 

【新エネルギー(バイオマス)】セルロース系 H2Bioil 

  

仮訳 

 

セルロース系バイオ燃料のエネルギー密度が経済性レベルに(米国) 

2012 年 6 月 4 日 

 

【インディアナ州 WEST LAFAYETTE】Purdue 大学の開発したバイオ燃料生成プ

ロセスが、研究室環境を飛び出し、費用対効果のある生産段階に発展する可能性をもつ

と発表された。 

 Purdue大学の行った経済性分析では、原油 1バレル当たりの価格が約 100ドル時に、

適切なエネルギー手法を用いてバイオ燃料生成プロセスに必要な水素を生成すると、熱

化学を利用した H2Bioil 注1法はコスト競争力をもつと発表した。連邦政府の炭素税が施

行されれば、バイオ燃料の経済性はさらに増すことが見込まれる。 

 H2Bioil は、スイッチグラス(干草に使われる雑草の一種)やトウモロコシの茎葉(非食

用部分)といったバイオマスが加圧水素内でおよそ 500℃まで急速加熱されたときに生

成される。発生したガスは、触媒表面を通過し、その結果炭素分子から酸素を分離する

反応を起こし、ガソリンに似た高エネルギーをもつ炭素分子を作る。 

 この変換プロセスが開発されたのが、Rakesh Agrawal 特別教授の所属する Purdue

大学化学工学部の研究所(Winthrop E. Stone Distinguished Professor of Chemical 

Engineering 注2) である。H2Bioil は、バイオマスから燃料を生成するのに使われてき

た従来のプロセスを凌ぐ、顕著なアドバンテージを有すると教授は言う。 

 「このプロセスは非常に速い反応スピードで全てのバイオマスを液体燃料に変換しま

す。その結果、生産歩留まりがかなり高くなります。このプロセスの開発が完了すれば、

外部(から供給する)水素も使用されることにより、その歩留まりは現在競合している技

術の 2～3 倍になると期待されます。」 

                                                           
注1 訳者注：水素化熱分解-水素化脱酸素法 

http://www.kuramae-bioenergy.jp/column/?p=669 
注2 訳者注：特別職位の名称。Winthrop E. Stone (1862-1921)は同大学の学長職にあった人物の名前。 
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 6 月に発表された「Biomass Conversion and Biorefinery」誌の経済性分析では、バ

イオ燃料が費用対効果を持つかを判断する際に、このプロセスに必要な水素生成にどの

エネルギーソースを利用するかが大きな意味をもつとされている。天然ガスや石炭を使

って処理された水素を使用する H2Bioil が費用対効果をもつのは、原油が 1 バレル当た

り 100 ドル強の場合に限られる。しかし、原子力、風力、太陽等、より高価なエネル

ギーソースに由来する水素の場合、損益分岐点は押し上げられる。 

 「概算ですが、」とPurdue大学農業経済学部のWally Tyner特別教授(James and Lois 

Ackerman Professor of Agricultural Economic)は言う。「私はこれまで、バイオ燃料

がコスト競争力を持つには原油価格が 1 バレル当たり約 120 ドルになる必要があると

述べてきました。原油価格がそれよりも尐しだけ安価であっても、このプロセスはコス

ト競争力を持てそうです。」 

 Agrawal教授は、自身と協力者であるPurdue大学化学工学部のFabio Ribeiro教授、

そして同学部の Nick Delgass 特別教授 (Maxine Spencer Nichols Professor of 

Chemical Engineering)と共に、H2Bioil 変換プロセスに必要な触媒開発を行っている

と言う。研究室段階で取り組まれてきた初期実装は事業段階でも望ましい効果を発揮し

そうなまでに洗練されてきている。 

 「この経済性分析は、私たちが研究してきたプロセスが事業段階で成功する見込みが

あることを意味します」と Agrawal 教授は言う。「これで研究室に戻り、自信をもっ

てプロセスの洗練、改良に集中できます。」 

 Tyner 教授が用いたモデルでは、とうもろこしの茎葉、スイッチグラス、及びススキ

が出発原材料(primary feedstock)であることを前提としている。また分析結果は、連邦

政府の炭素税が導入された場合に石炭や天然ガスのコストを押し上げたとしても、水素

生成のためのさらに高価な方法は競争力を持つことになるとしている。 

 「将来炭素税を課された場合、損益分岐点価格は原子力発電にも競合するようになる

だろう」と Tyner 教授は言う。「風力発電や太陽光発電も、いずれ同じ道を辿ること

になるだろう。」 

 米国エネルギー省と空軍科学研究局(Air Force Office of Scientific Research)が本研

究に資金を提供している。Agrawal 教授とその協力者はこの変換プロセスに関して米

国特許を取得している。 
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著者：Brian Wallheimer, 765-496-2050, bwallhei@purdue.edu 

情報提供：Wally Tyner, 765-494-0199, wtyner@purdue.edu 

 

                  Rakesh Agrawal, 765-494-2257, agrawalr@purdue.edu 

Ag Communications 社：(765) 494-2722;  

Keith Robinson, robins89@purdue.edu 

Agriculture News Page 

概要 

最新の相互作用バイオ燃料(H2Bioil)プロセスに関する経済性分析 

Navneet R. Singh 氏、Dharik S. Mallapragada 氏、Rakesh Agrawal 氏、

Wallace E. Tyner 氏 

急速熱分解をベースとしたプロセスを小規模で構成でき、他の手法に比べ

て高い炭素処理能力とエネルギー効率を持たせることができる。H2Bioil は

バイオマス急速水素化熱分解と、それに続く水素化脱酸素 (HDO: 

hydrodeoxygenation)をベースとした最新プロセスで、比較的小さな水素消

費量で高エネルギー密度の液体燃料を高歩留まりで生産する可能性を持っ

ている。本レポートには、さまざまなソースから生成された水素を用いた

H2Bioil プロセスについての包括的な経済性分析が含まれる。炭素税につい

ては次の 3 種類のシナリオが検討されている：炭素税なし、メートルトン当

たり 55 ドルの炭素税、メートルトン当たり 110 ドルの炭素税。水素が石炭、

天然ガス、原子力エネルギー由来である場合、引き渡し価格がメートルトン

当たり 94 ドルのバイオ燃料コストに対する原油価格の損益分岐点は、炭素

税なしの場合で 1 バレル当たり 103 ドルから 116 ドル、炭素税ありの場合

はより安価(99 ドル-111 ドル/bbl)な価格範囲となる。この損益分岐点にある

原油価格は、生化学的、および熱化学的方法で生成される代替燃料の価格と

して文献(情報)から推定されるものとほぼ同じものである。採用される炭素

税がもたらす影響は、H2Bioil 損益分岐点価格における H2資源の影響に比例

した、限定的なものとなる。バイオ燃料のコストがメートルトン当たり 121

ドルに上昇した場合の原油価格の損益分岐点が1バレル当たり推定114ドル

-126 ドルになることで、石炭、天然ガス、原子力エネルギーから生成され

る水素を用いた(バイオ燃料生成)プロセスの強固な経済性が見られるように

なる。 
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翻訳：NEDO（担当 総務企画部 望月 麻衣） 

 

出典：本資料は、Purdue 大学の以下の記事を翻訳したものである。 

“Energy-dense biofuel from cellulose close to being economical” 

http://www.purdue.edu/newsroom/research/2012/120604TynerBioOil.html 
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(1086-7) 

 

【新エネルギー(バイオマス)】 脂肪酸生合成 代謝経路  

フィードバック制御 アセチル-CoAカルボキシラーゼ  
   

仮訳 

 

植物の油脂の生成調節メカニズムを特定（米国） 
研究結果はバイオ燃料と産業プロセスのための油脂増産方法を示す 

2012年6月4日 

  

ニューヨーク州 アプトン – 米エネルギー省

(Department of Energy: DOE)のブルックヘブン

国立研究所(Brookhaven National Laboratory)は、

植物が脂肪酸の生成を制限するために利用する

生化学メカニズムのキーとなる要素を特定した。

これにより、バイオ燃料や産業プロセスのための

再生可能エネルギー源として植物の油脂生成量

を増やすことを目的に、科学者らがこれらの生化

学的経路をターゲットにできる方法が示される。  

 

 「植物が十分な油脂を生成した後に、それを

減速させるというシステムを理解することができ

たので、油脂の生成を継続させるためにそのフィ

ードバックループを切断する方法を探すことがで

きます。」とブルックヘブン国立研究所の生化学者である John Shanklin 氏は述べる。同

氏は 2012 年 6 月 4 日の週の Proceedings of the National Academy of Sciences 誌におい

て本研究を公開している研究チームのリーダーである。 

 

 生化学的フィードバックループは、生物において広範囲な代謝プロセスを制御するもの

である。これは家庭内でサーモスタットが比較的一定の温度を維持する方法に似ている。

暖かくなりすぎるとヒーティングシステムがオフとなって設定ポイントにまで下がり、そ

こで再びオンとなる。 

 

 「このようなフィードバックシステムが、植物の油脂生成プロセスに存在するかもしれ

ないというヒントはありました。」と Shanklin 氏は述べる。Shanklin 氏は、フィードバ

ックシステムの詳細を発見した複雑な生化学的な探索作業を考案・実施した Carl Andre

（画像をクリックして拡大） 

Brookhavenの前ポスドクCarl Andre氏と

バイオケミストの John Shanklin氏 
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氏の功績を認める。Andre 氏は、以前は博士課程終了後研究フェローで、現在ノースカロ

ライナ州の BASF Plant Science で活動している。 

 

 「成長中の油糧種子(oil seeds)は大変小さいの

で、作業するのがとても困難です。」と Shanklin

氏は説明する。そこで科学者らは、種子中で起こ

っている現象をシミュレートするために、植物の

胚細胞培養物を利用して生化学的な試験を実施し

た。 

 

ブルックヘブン国立研究所の Radiotracer 

Chemistry and Biological Imaging グループの

協力を得て、Andre 氏は、油脂の生成に繋がる代

謝経路に沿った中間原料として生じる脂肪酸を「ラ

ベル付けして」合成した。それから、英国

Rothamsted Research に所属する分析化学者

Richard Haslam 氏と協力して、Andre 氏はそれら

を一つずつ植物細胞培養物にフィードしてラベルの

付いた代謝体を測定した。また、フィードした中間

原料のうちどれが油脂生成を阻害するのかを調べた。 

 

 その結果、担体タンパク質(水に溶解可能な油性の物質を生成するのに不可欠)と結合し

た、油脂生成プロセスでごく後期に生じる脂肪酸が、油脂生成を抑制するキーとなる中間

原料として示された。これは最初の「不飽和の」脂肪酸、つまり 18 個の全ての炭素原子

がその鎖に添加後に形成される、２個の炭素原子間の２重結合を持つ最初の脂肪酸である。 

 

 それから、この中間原料が何らかの形で「（油脂生成を）スローダウンさせる」信号を送

るということがわかっているので、研究チームはその「ターゲット」の決定に取りかかり、

実際にそれがどのように油脂の合成を阻害するのかを調査した。研究チームは他のバイオ

フィードバックループを参考に、ターゲット候補は合成経路の初期にある酵素であるらし

いことがわかっていたが、それを特定する必要があった。 

 

 そこで研究チームは「スローダウン」信号を送る脂肪酸を過度に細胞にフィードする一

方で、放射性炭素で一つずつ中間原料にラベル付けして生成プロセスをモニタリングした。

中間原料のラベルが生成された油脂に残ったならば、その「スローダウン」信号の効果は、

その段階の前に顕れているはずだ。 

 

（画像をクリックして拡大） 

セイヨウアブラナ(Brassica napus)の種子

— カノーラ品種の細胞組織に蓄積した油

脂。最終生成物が経路において最初の段階

を抑制した際に起こる脂肪酸生合成の急速

かつ可逆的なフィードバック抑制を明らかに

した。 
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 最初の２件の実験により、その答えが見つかった。合成経路の最初の化合物であるアセ

テートをラベル付した場合は、ラベル付けした炭素はほとんど油脂中に残っておらず、油

脂生成は激減していた。しかし、２番目の化合物であるラベル付けしたマロン酸エステル

をフィードすると、ラベルの付いた炭素が急速に油脂中に入っていった。 

 

 「これらの発見により、合成プロセスにおける最初の不飽和脂肪酸の蓄積が、アセテー

トをマロン酸エステルへと変換する第一段階で働く酵素を阻害するという結論に達しまし

た。」と Shanklin 氏は述べ以下のように続ける。「この酵素はアセチル-CoA カルボキシラ

ーゼ(Acetyl-CoA carboxylase: ACCase)です。」 

 

 次に、細胞組織培養物を抽出し、ACCase の活動を試験管の中で直接的に測定をするこ

とだった。疑似スローダウン信号を加えることで、信号とそのターゲットの両方が正確に

特定されるということが立証された。 

 

 このフィードバックのメカニズムが、細胞培養セット中での超自然的な特異現象ではな

く、実際の種子で作用することを確立するために、科学者らは成長しているカノーラの胚

を分離してこのプロセスの試験を実施した。 

 

 油脂生成のフィードバックメカニズムの詳細

を得て、Shanklin 氏の研究チームは、ACCase

への作用をブロックするなど、「スローダウン」

信号を送る代謝物を保持し蓄積を妨害する生化

学的スキームを含め、それがどのように油脂生

成プロセスを妨害するのかを現在調べている。 

 

 「このプロセスを妨害することができれば、

細胞を欺し、油脂の生成量を測定できないよう

にして、油脂をもっと生成するように仕向ける

ことができるようになることを期待していま

す。」と Shanklin 氏は言う。 

 

 この研究は DOE の科学局(Office of Science)

およびBayer CropScienceにより資金提供され

た。 

 

 

 

（画像をクリックして拡大） 

セイヨウアブラナ(Brassica napus)の種子か

ら成長する胚 
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 DOE の科学局(Office of Science)は、物理化学の基礎研究をサポートする米国における

唯一の大規模な組織で、現代の最も喫緊の課題に取り組んでいる。詳しくはウェブサイト

science.energy.gov.を参照のこと。 

 

 

 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子） 

 

 

出典：本資料は、Brookhaven National Laboratory News の以下の記事を翻訳したもので

ある。 

“Scientists ID Mechanism for Regulating Plant Oil Production 

Findings suggest ways to increase oil production for biofuels and industrial processes” 

(http://www.bnl.gov/bnlweb/pubaf/pr/PR_display.asp?prID=1418）  
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(1086-8) 

 

【電子・情報（半導体）】LED 有機 EL 

 

仮訳 

 

DOE が米国の高効率照明生産の加速化に資金提供 

2012 年 6 月 7 日 

 

【ワシントン DC】米エネルギー省(DOE)

は今日、米国内の活用可能な資源全てを活用

するといったオバマ政権による包括的エネ

ルギー戦略の一環で、米国の家庭や企業の電

力コスト削減を図るべく、LED や有機 EL

のような高効率固体照明(SSL)製品の生産

コストの削減を目指し、カリフォルニア、ミ

シガン、ノースカロライナ各州の企業による

イノベーティブな照明プロジェクト 3 件に

対し、700 万ドル超の資金提供を行うと発表

した。LED や有機 EL は、エネルギー効率

が従来の照明器具の約 10 倍、耐久年数にお

いては最大 25 倍とされる。また、これらの製品により 2030 年までには照明に要する電力

がほぼ半減し、年間で最大 300 億ドルまで節約が可能になると考えられる。 

 

「DOE は民間企業とパートナーシップを組み、新しくてより高効率な照明製品におけ

るイノベーションをもたらし、製造業における米国の競争力を強化していく。」と、DOE

の Steven Chu 長官は述べ、こう続けた。「今日発表した資金提供は、消費者の商品選択の

幅を広げ、米国の電力消費量を減らし、米国の照明製造メーカーやその関連企業、それら

の製品を購入する企業のコストを削減するのに役立つだろう。」 

 

今日選ばれたそれぞれの 2年プロジェクトは、固体照明製品の品質と性能を高めながら、

生産コストを大幅に削減することに焦点を絞って進められる予定である。これらの提供資

金は、民間部門からの追加的投資 500 万ドルを活用し、主に製造設備、製造プロセス、モ

ニタリング技術の改善に当てられる。これらは、LED や有機 EL が他の照明オプションに

対してコスト競争力を持つのに役立つ。 

 

 

 

写真は EERE の同一内容記事より参照 

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1086, 2012.6.27

35

http://apps1.eere.energy.gov/news/daily.cfm/hp_news_id=356


アワード選出プロジェクト 

 

・Cree Inc.(Durham, North Carolina) ：このプロジェクトは、性能に妥協することなく、

建物や複数の用途に簡単に組み込むことができ、使用する原材料がより少なくてすむ、最

適化された、コスト競争力を持つ LED 照明器具デザインの開発を行う計画である。この

プロジェクトは、Cree 社の LED の従来技術をベースに主要構成部品や完成品の製造コス

トを削減しつつ、最小で 50,000 時間というライフタイム(製品寿命)での温白色光の実現を

目指している。(DOE からの資金：$2,344,000、プロジェクト総額：$3,044,000) 

 

・KLA－Tencor (Milpitas, California)： このプロジェクトは、LED の製品品質のばらつ

きを減らすのに役立つ計測ツールの開発を目的としており、性能の向上、生産コストの削

減、ばらつきのない一定したカラー品質と明るさを持つ白色光の実現に役立つ。(DOE か

らの資金：$3,995,000、プロジェクト総額：＄7,989,500) 

 

・k-Space Associates(Dexter, Michigan)：このプロジェクトは、大量生産での有機 EL 層

の高精度測定を可能にするため、k-Space 社の従来の光学モニタリング技術をベースとし

たより高効率の製造プロセスの構築を計画している。計画中のツールは層の厚みと組成の

測定に用いられ、最終的には有機 EL の効率、カラー品質、ライフタイムを改善する。業

界初のこの開発は、将来的に大規模な有機 EL 生産設備のプラットフォームとして用いら

れ、有機 EL 製造における米国の強力な存在感を示す道を開くものである。(DOE からの

資金：$800,000、プロジェクト総額: $1,200,000) 

 

今日行われた発表は、2010 年以降 DOE が行ってきた、固体照明製造プロジェクトに対

する 3 回目の資金提供となる。これにより DOE は、国内の生産および SSL 製品における

技術的リーダーシップの促進に取り組み、雇用創出、輸出強化、省エネ・クリーンエネル

ギー製品におけるグローバルリーダーとしての米国の役割の強化を後押しする。 

 

今日発表された資金提供に関する追加情報は、NEDO 海外レポート 1086-8(1)の和訳記事

を参照のこと(原文はこちら)。また、DOE における省エネ照明に関する取り組みの詳細情

報は、固体照明プログラムのウェブサイトを参照のこと。 

 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 原田 玲子） 

 

出典：本資料は、DOE の以下  “Energy Department Announces Investments to 

Accelerate U.S. Manufacturing of Energy Efficient Lighting Technologies”の記事を翻訳

したものである。 

http://energy.gov/articles/energy-department-announces-investments-accelerate-us-ma

nufacturing-energy-efficient 
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(1086-8-(1)) 

 

【情報通信(ユーザビリティー)】LED 有機 EL 

 

仮訳 

 

FY12 固体照明資金提供先－プロジェクトリスト(米国) 

2012 年 6 月 7 日 

 

固体照明生産プロジェクト 

選出企業 市・州 プロジェクト内容 DOE 出資額 (民間投資

を加えた)

資金総額 

Cree Inc. Durham, 

NC 

 

このプロジェクトは、いずれ

も光源の性能に妥協すること

なく、建物や屋外の用途に簡

単に組み込むことができ、使

用する原材料がより少なくて

すむ省エネ製品向けに最適化

された、LED 照明デザインを

開発する計画である。 

 

同プロジェクトは、Cree 社が

持つ LED プラットフォーム

をベースとしており、従来の

高効率 LED 照明器具のコス

トを迅速に引き下げ、従来の

蛍光灯システムに対し競争力

をもたらす。同プロジェクト

の目標は、主要構成部品と完

成品の生産コストを削減しつ

つ、暖かな白色光と最小で

50,000時間というライフタイ

ムを効率よく実現することで

ある。 

 

 

 

$2,344,000 $3,044,000 
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KLA-Tencor Milpitas, 

CA 

このプロジェクトは、高効率

LED 照明を採用する上での

主な障壁、すなわちばらつき

のない一定のカラー品質と明

るさを持つ、低コストな白色

光を提供する上での問題の１

つを取り除くことである。 

 

現行方式では、生産歩留まり

を最大限に引き上げるため

に、製造工程で LED をその色

合いによって選別している。

しかし、これにより製品の光

の出力やカラー品質にばらつ

きが生じ、性能の低下、コス

トの増加につながっている。 

 

KLA-Tencor 社は、生産時に

計測ツールを活用すること

で、LED のカラー品質をばら

つきのない一定したものに改

善しようと探究している。こ

れにより LED の品質のばら

つきを減らし、性能の改善、

コストの削減が期待される。 

 

$3,995,000   $7,989,500 

k-Space 

Associates 

Dexter, 

MI  

生産工程における有機 EL 層

のモニタリングプロセスの多

くは、製造後に行われる。こ

のため、問題が検知されても

生産条件を変更できる機会は

ほとんどないか、ゼロである。 

 

このプロジェクトは、大量生

産での有機 EL 層の高精度測

定を可能にするため、KSA 社

の既存の光学モニタリング技

術をベースに、より高効率な

$800,000 $1,200,000 
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生産工程を構築する計画であ

る。 

 

計画中の計測ツールで有機

EL 層の厚みと組成部品を測

定し、最終的には有機 EL の

効率性、カラー品質、ライフ

タイムを管理する。  

 

業界初のこの開発は、将来的

な大規模な有機 EL 生産設備

向けのプラットフォームとし

て用いられ、有機 EL 生産に

おける米国の強力な存在感を

示す上での道を開くものであ

る。 

 

 

 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 原田 玲子） 

 

 

出典：本資料は、海外レポート 1086 号－8 の関連資料：Award の詳細 “FY12 Solid-State 

Lighting Award Selections”を翻訳したものである。 

http://www.eere.energy.gov/pdfs/buildings_ssl_rd_project_summary.pdf 
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(1086-9) 

 

【電子・情報(デバイス)】【新エネルギー(太陽電池)】 磁気駆動式剥離試験(MAPT)  

接着強度 光学式プロファイル計測装置 界面破壊靱性 

 

仮訳 

 

マイクロ電子デバイス、PVセル、MEMSアプリケーションの信頼性を
高める新しい磁気テスト技術を開発（米国） 

 

 マイクロ電子デバイス、PV セルや

MEMS  (microelectromechanical 

system)に使用される材料の薄膜層間の

接着強度を測定する、磁力の反発力を利

用した新しい技術が開発された。 

 

 磁気駆動式剥離試験 (magnetically 

actuated peel test: MAPT)として知ら

れる固定具を使用しない非接触技術が、

電子デバイスの長期的な信頼性の確保を

促し、設計者による熱や機械的な応力へ

の耐久性の向上に役立つことが可能とな

るだろう。 

 

 「デバイスはより小型化していますが、

我々はその性能をさらに高くしようとし

ています。」と Georgia Institute of 

Technology 、 George W. Woodruff 

School of Mechanical Engineering の Suresh Sitaraman 教授は述べ、以下のように続け

る。「この技術により、製造業者が自分達の製品が信頼性の要件を満たし、デバイスの耐用

年数に関する将来の設計仕様を満たす、適切な材料を選択するのに必要な情報を、設計者

に提供できるようになります。」 

 

 本研究は、米国立科学財団(National Science Foundation: NSF)によって支援され、2012

年 3 月 30 日発刊の Thin Solid Films 誌に掲載された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジョージア工科大学で分析用の磁気駆動式剥離試験

(MAPT)のテストサンプル。画像中央の銀色のシリン

ダーは永久磁石(画像をクリックして高解像度画像へ。

画像提供 :  Greg Ostrowicki 氏および Suresh 

Sitarman 氏) 
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 最新のマイクロ電子チップは、インシュレーターとコンダクターの異なる材料の層を重

ねることにより作られている。デバイスの動作中に生じる熱応力により、異なった材料で

異なる速度で、隣接する材料層で膨張が発生する。この応力が、 delamination または

de-bonding として知られるプロセスである層間剥離を引き起こす。このような剥離は、マ

イクロ電子機器の故障の主な要因となる。 

 

 「このような層が使用され、熱やその他のストレスにさらされることによって、徐々に

剥離するのかどうか見極める必要があります。」と Sitaraman 氏は述べ、以下のように続

ける。「これらのような(異なる層を接合した)系は、携帯電話、コンピューター、自動車、

航空機や医療機器まで、幅広い分野で利用されています。耐用年数を終えるまで信頼性が

保たれなければなりません。」 

 

 Sitaraman 教授と博士課程の学生

の Gregory Ostrowicki 氏は、独自の

技術を使って銅伝導体と二酸化ケイ素

(silicon dioxide)のインシュレーター

の層間の接着強度を測定した。彼らは

また、層間の接触面が繰り返しストレ

ス下に置かれることにより徐々に起こ

る、疲労サイクル故障にもこの技術を

利用する計画である。この技術はまた、

PV システムおよび MEMS デバイス

の層間の接触強度の測定にも利用でき

る。 

 

 ジョージア工科大学の研究者らは、

最初は標準的なマイクロ電子加工技術を利用して、シリコンウェーハ上で調べたい薄膜の

層を成長させた。それぞれサンプルの中央には、ニッケルをメッキしたネオジム(NdFeB)

製の極小永久磁石を貼り付けた。その磁石は、シリコンウェーハの上にある二酸化ケイ素

上に成長させた 3 本の銅薄膜のリボンと繋がっている。 

 

 サンプルはその後、下部に電磁石、上部に光学式プロファイル計測装置で構成される試

験ステーション上に置かれた。電磁石に流れる電圧を徐々に増加して、同一磁極の間に反

発力を発生させる。永久磁石上に加わる反発力によって、銅のリボンは上方向へと剥離す

るまで引っ張られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジョージア工科大学の機械エンジニアリングの

Suresh Sitaraman教授(左)と博士課程の学生Gregory 

Ostrowicki 氏が MAPT 用に作成したテストサンプル

を調査。背景にテストサンプルの拡大画像が表示。(画

像をクリックして高解像度画像へ。画像提供: Gary 

Meek 氏) 
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光学式プロファイル計測装置のデー

タと、磁界強度を知ることにより、研

究者らはサンプルを剥離させるのに必

要な力を正確に測定することができる。

磁気浮上は、シリコンウェーハに対し

常に垂直で、容易に制御できる力を提

供するという利点を持つ。 

 

 一度に多くのサンプルを同一ウェー

ハ上に作ることが可能なため、この技

術はタイムリーな方法で大量の接着

(強度)データを得るのに利用できる。 

 

 しかし、層が繰り返す熱や冷却サイクルのストレスにさらされて、徐々にデバイスが故

障することが頻繁に生じる。このような疲労破壊を調査するために、Sitaraman 教授と

Ostrowicki 氏は、電磁石への電圧をオン・オフでサイクルすることを計画する。 

 

 「多くの場合、層が一気に剥がれることはありません。」と Saitaraman 教授は言う。「数

百または数千のサイクルで接触面を試験して、剥離が発生し、その剥離損傷が大きく広が

るのにはどの程度の時間がかかるのかを調べます。」 

 

 テストステーションは、環境槽に納めるのに十分に小さなサイズで、研究者は薄膜の接

着強度に対する高温と高湿度の両方、またはいずれか一方の影響を調べることができる。

これは、自動車のエンジン制御システムや航空電子工学機器などの過酷な環境下で使用さ

れる電子機器には特に役に立つものだと、Sitaraman 教授は言う。 

 

 「多様な種類の材料の接着強度や界面破壊靱性が、温度や湿度によってどのように変化

するのかを知ることができます。」と同教授は説明する。 

 

これまでのところ、Sitaraman 教授と Ostrowicki 氏は厚さ約 1 ミクロンの薄膜層を研

究していたが、1 ミクロン未満の厚さでも彼らの技術を利用することができると言う。彼

らのテスト用薄膜層は、ジョージア工科大学のクリーンルームの標準的なマイクロ電子加

工技術を用いて作成しているため、それらは実際のデバイスの状態を正確に表現している

と Sitaraman 教授は考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジョージア工科大学での研究用のMAPTテストサンプ

ル。中央の銀色のシリンダーは永久磁石。(画像をクリッ

クして高解像度画像へ。画像提供: Gary Meek 氏) 
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「有意な成果を得るためには、テストで測定され

たものが実際の適用時に直面するような、(実際の現

象を)代表するようなプロセス、材料、（層の）接触

面が必要です。」と同教授は述べ以下のように続ける。

「私たちは、実際のマイクロ電子機器の製作に利用

されている加工条件と技術を模倣しているのです。」 

 

 電子デバイスのサイズの縮小化が続くため、接触

に関する課題がより重要になって行くと Sitarman

教授は言う。 

 

 「マイクロ電子機器において、トランジスターの

サイズが縮小されるにつれ、それらの層はますます

薄くなっています。」と同氏は述べる。「これらの層

の接触強度の本質的な詳細を知ることが課題となっ

ています。私たちのこの技術によって、新しい道が

切り開かれます。」 

 

 

メディアコンタクト:  

John Toon (404-894-6986)(jtoon@gatech.edu)または 

Abby Robinson (404-894-6986)(abby@innovate.gatech.edu) 

 

 

 

 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子） 

 

 

 

出典：本資料は、ジョージア工科大学(Georgia Institute of Technology)の以下の記事を翻

訳したものである。 

“Preventing Failure: New Magnetic Testing Technique Helps Ensure Reliability of 

Microelectronic Devices, PV Cells and MEMS Applications” 

（http://gtresearchnews.gatech.edu/magnetic-testing-technique-improves-reliability/） 

(Used with Permission of the Georgia Institute of Technology)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジョージア工科大学の機械エンジニア

リングの Suresh Sitaraman 教授(左)

と博士課程の学生 Gregory Ostrowicki

氏が、MAPT を利用した分析用のテス

トサンプルを調査。背景にテストサン

プルの拡大画像が表示。(画像をクリッ

クして高解像度画像へ。画像提供 : 

Gary Meek 氏) 
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(1086-9-(1)) 

【電子・情報(デバイス)】 

【新エネルギー(太陽電池)】 

 

磁気駆動式剥離試験(MAPT) 接着強度  光学式プロファイル計測装置 界面破壊靱性 

 

 

仮訳 

磁気浮上による薄膜剥離テスト(米国) 

（Abstract の翻訳は割愛） 

 

1. イントロダクション 

マイクロエレクトロニクス、マイクロエレクトロメカニカルシステム、PV セルとい

ったデバイスは、異なる材料の多層薄膜で構成されている。こうした多層薄膜構造はさ

まざまな負荷条件下で界面剥離を起こす傾向があり、その結果デバイスの早期故障に繋

がる。そのため、界面剥離は(製品の)信頼性に関わる重要な関心事となっており、こう

した界面の破壊抵抗の特徴を評価するための数多くのテスト技術が提案されてきてい

る。 

 

 それぞれの材料及び接する界面はミクロ及びナノレベルで異なる機械的特性を有し

ているため、薄膜間の界面における破壊抵抗の特徴を示すには適切なテスト方法が必要

となる。従来のサンドイッチテスト(例：四点曲げ、ブラジルナット)は製品の規格に基

づかないサンプル製造法が必要とされるため、製品で蒸着されるような薄膜との相関性

がない。スクラッチテスト、インデントテスト(押圧試験)、ブリスターテストのように

最近開発された技術では、(1)複雑な応力場(stress field)が生じる亀裂先端付近のテスト

サンプルとの直接接触や、(2)複雑な固定方法や実験のセットアップの両者、またはそ

れらのいずれか一方が必要となる。Bagchi 氏[1]によって提案され、後に Modi 氏[2]と

Zheng 氏[3]が発展させた圧力スーパーレイヤー技術は使い勝手が良く、細かな実験設

定や接触を必要とせずに界面破壊を特徴付けられる。ところが、前述した技術のように

剥離をもたらす荷重は単調であり、疲労による亀裂伝播を研究するために荷重を調整し、

その荷重を繰り返し与えることは容易ではない。 

 

 こうして、前述で明らかになった代替技術の欠陥に対処するために革新的な層間剥離

テストがここで提案された。この手法では、接着面に与えられた力で剥離が開始される
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まで、部分的に固定を外された薄膜構造が徐々に面の外へ移動する。この駆動力は、薄

膜構造上に取り付けられた永久磁石とその下に隣接させる電磁石との間に起こる磁気

相互作用によって引き起こされる。この電磁石に供給される電流を正確にコントロール

することで(取り付けられた永久磁石に反発力が与えられ)、非接触で制御可能な荷重を

用いた剥離テストが実施できる。提案されたテストは次のいくつかの重要な要素を有す

る。(1)荷重調整のための取り付け(fixture)を必要としない電磁石駆動による剥離伝播に

必要な荷重の付加、(2) 光学プロファイル計測装置を使った剥離伝播の直接モニタリン

グ、(3)外部磁界を発生させる電磁石に供給する電流の調整によって得られる幅広い振

幅や頻度の荷重付加、(4) 2 ステップのフォトリソグラフィー処理のみで、(実際の現象

を)代表する特性を示す as-deposited(成膜した直後の状態の)蒸着薄膜が得られるテス

トサンプル調整法、(5)一度のバッチ処理で製造可能な単層ウェハ上の数十から数百の

テストサンプル、(6)単調な荷重による亀裂と疲労亀裂の両方の特性評価に適した荷重

調整および剥離検知方法、(7)外部磁界によって荷重を変更しながら、過度の温度や湿

度環境下に設置可能なテストサンプル 

 

 

 提案されたテスト技法の一つが、図 1 で示されるような磁気駆動薄膜テスト

(Magnetically Actuated Peel Test: MAPT)である。このテスト技法では、細長い 3 本

の薄膜リボン(thin film strip)が永久磁石の取り付けられたパッドの中央でつなげられ

ている。中央のパッドの下にある部分は、薄膜の中間にある直径 2a の犠牲層(sacrificial 

layer)を取り除いた後で固定から外される(図 2-i)。テストサンプルはその後、磁気が反

対方向に整列する電磁石の上部に設置される(図 1b)。十分な電流供給がなされると、反

 

 

図 1. (a)取り除く前の犠牲層と MAPT テストサンプルの 3D 図。(b)犠牲層を取り除いた後、テストサン

プルは電磁石から δ 離れた距離に設置され、固定から外されることで電気反発力によって持ち上げられ、

薄膜リボンに沿って剥離力が与えられる。 

高画質イメージ図(189K) 

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1086, 2012.6.27

45

http://www.sciencedirect.com/cache/MiamiImageURL/1-s2.0-S0040609012000806-gr1_lrg.jpg/0?wchp=dGLbVlB-zSkWz
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040609012000806


発する磁力が中央のパッドを押し上げ、固定された 3 本の薄膜リボンに沿って剥離力が

もたらされる(図 2-ii)。剥離力が臨界点に達すれば、薄膜リボンや基板界面に沿って層

間剥離が進む(図 2-iii)。MAPT 技法がもつ優位性の一つは永久磁石が駆動中にその方向 

 

性を維持することであり、そのため与えられる力は一定であり、電磁石の電流によって

厳密に制御することができる。テストサンプルの上部には障害物がなく、光学プロファ

イル計測装置を使って面から外への歪みを捉えることができ、これにより(固定を)外さ

れた薄膜リボンの変形と剥離進行の両方を測定することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

図 2. MAPT の流れ：(i)犠牲層を取り除いた後の静止状態、

(ii)磁力を与えた初期の変位の様子、(iii)臨界荷重による剥

離開始 

高画質イメージ図(62K) 
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2. 剥離テストの類似性 

従来の剥離テストは広く研究されてきた技術で、界面の破壊強度の特性を示すための

ものであった。図 3 の 3a のように、角度 θ 方向に働く力 F によってフレキシブルフィ

ルムは下の基板から剥がれる。しかし、厚さ数 10 マイクロメートル未満の非常に薄い

膜を用いる場合、亀裂の先端や機械的グリップ付近に生じる強度な変形によってフィル

ムの破断を起こす。こうした種類の凝集破壊は、Gent 氏と Kaang 氏[4]によって紹介

された引き剥がし(pull-off)式と呼ばれる剥離テストを一部変更することで軽減でき、こ

のテストでは剥離したリボンの中心から垂直方向に働く荷重 P によって、接着する薄

膜の両端に同時に剥離力を与えられる(図 3b)。 

 

 

ここでの低角度の剥離は先端亀裂付近の曲げ応力を制限し、一般的には、機械的グリ

ップというよりむしろ、剥離した薄膜リボン下の水平方向のピンによって一定の荷重を

受ける。MAPT 技法は大部分が引き剥がしテストに類似しており、異なるのは薄膜リ

ボンが 2 本ではなく 3 本である点、および薄膜リボンが垂直方向に荷重を与える円筒状

の永久磁石の底面下で結合している点である。3 本の薄膜リボンに対称性があると仮定

した場合、剥離力 F と磁気荷重の合計 P は以下の関係にある。 

 

P=3Fsinθ                                                               (1) 

 

 熱力学的な方法で破壊耐性を特徴付けるには、亀裂が進行する間にエネルギー均衡を

保つことが求められ、さらに、これまでの文献に見られる剥離テスト・引き剥がしテス

 

図 3.  (a)剥離テスト、(b)引き剥がしテスト 

高画質イメージ図(50K) 
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トに特有の界面破壊に関する多くの理論モデルが必要とされる。Williams 氏[5]が示し

たような、とりわけシンプルで関連性の高い理論モデルは堅い基板上で一定の引っ張り

応力下に置かれた柔軟な剥離薄膜リボンを想定しており、界面破壊エネルギー率 Γ0は  

                                                    (2) 

で表され、F は剥離力、b は薄膜リボンの幅、θ は剥離角度、ε は引っぱり歪み、h は薄

膜リボンの厚さ、σ は引っぱり応力を表す。弾力性のある構成モデルが膜剥離に使用さ

れる場合、方程式(2)の中にある積分は蓄積された弾性ひずみエネルギーを表し、この

場合 Γ0は臨界エネルギー解放率 Gc に相当する。ところが、弾性・塑性体構成モデルが

膜剥離に使用される場合には、積分に弾性ひずみエネルギーと塑性による仕事（エネル

ギー）の両方が含まれる。この研究では、厚さ 2μm の Cu 系膜で直線でない弾性・塑

性体構成モデルが使用されている[6]。剥離力、剥離応力、および破壊エネルギー率の

臨界点は MAPT テストサンプルにおける 3 本の薄膜リボンの平均剥離角度(：θavg)に応

じて計算されている。本研究の焦点はテスト技術の開発及びデモンストレーションであ

るため、分析法と有限要素法の両方を含む剥離テストの代替モデルの評価や比較が今後

どこかで発表される予定である。 

 

 

3. 実験手順 

 

3.1 サンプルの準備 

この研究論文に詳述されている最初の概念実証用 MAPT テストサンプルは、自然に

酸化した Si 基板から剥がれる電気メッキ処理された Cu 膜リボンを特徴としている。

この MAPT テストの薄膜パターンを決めるマイクロ加工プロセスについては、[7]にそ

の詳細が記載されており、以下にこれを要約する。基板とその上にメッキされた金属膜

の間の最初の予亀裂(範囲)を限定するため、薄い犠牲層ポリマーがパターン印刷される

(図 4a 参照)。その後 Cu は厚さ 500nm のスパッタリングと電気メッキにより、厚さは

トータルで 1.5～1.7μm になる。ドーム形状を得るために被包性ポリマーがリフローで

接合され、2 番目のフォトリソグラフィ・ステップの後に、金属膜がウェットエッチン

グにより MAPT のリボン形状にパターン化される(図 4b)。この犠牲ポリマーを除去後

(図 4ｃ)、未硬化 Epibond®7275 の表面実装エポキシが 3mil(mil は 1/1000 インチ)のス

テンレス鋼のステンシルを通して、基板から離れた中央の Cu パッド上にプリントされ

る。 
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図5. アセンブリングされたMAPTテストサン

プル    

基板 犠牲層 剥離膜 

エポキシ樹脂 磁石 

図 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高画質イメージ(78K) 

 

 

最後に、特別仕様の位置決め装置を使用し、

ニ ッ ケ ル メ ッ キ を 施 し た ネ オ ジ ム

(NdFeB-42SH)磁気シリンダー (1/16”D × 

1/16”H)を中央のパッド上に正確に配置し、

100℃での硬化によりアセンブリーが完了し

た(図 4d 参照)。このような高温仕様のネオ

ジム(磁石)は、硬化加熱後でも磁力のロスは

見られなかった。永久磁石の極は、アセンブ

リー後、磁気によって面の外に位置するよう

にシリンダーの両端にある。図 5 に、磁石の

バッチ単位のアセンブリーの状態が示され

ている。この研究で使用されているマスクデ

ザインは、(b)を 25 から 200μm まで変化さ

せ、最初に剥離したリボンの長さα0（すな

わち中央の Cuパッド端部から外側の犠牲端

部までの距離)は、250 から 1000μm まで変

化させている。 

 

 

高画質イメージ(857K) 
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図 6  

3.2 磁力の測定 

MAPT 設計で生じる剥離は磁力の反発力により駆動されており、この反発力は、図 6

に示される実験装置を用いることで特性化される。ここで、管状の電磁石 (Magnetic 

Sensor Systems E-66-38)が、最大 1μN の検出感度を持つ高精度なはかりの上に置かれ

た NdFeB 磁石から設定された間隔(δ)で固定されている。このはかりで永久磁石の重

さを相殺した下方向の力が直接測定される。 この実験装置における 2 つの臨界パラメ

ータとして、電磁石までの間隔を δ とし、電位差を V とする。図 7(a)に示すように、

1.0 から 2.2 ㎜の間隔〔δ〕で 0 から 13V の電圧を加え、得られた最大磁力は 16ｍN

となった。正の値は、磁力の反発力を示しているのに対し、負の値は、張力を示してい

る。 

低電圧下において、電磁石の強磁性コ

アにはもともと弱い極性がある。このた

め、配列方向に関係なく、永久磁石の

NdFeB に引きつけられる。しかし、適

切な方向に十分な電流が供給されると、

電磁石は安定した反対の極性を得て、十

分な間隔が取られた時に NdFeB 磁石に  

反発力を与える。また、興味深いことに、

非常に近い距離では、高電圧下であって

も、電磁石が常時、張力を受けることが

観察された。この現象は、小さな NdFeB

磁石と、それよりも大きい電磁石との間

の磁場の相互干渉の寸法効果によるも

のである。 

高画質イメージ(85K) 
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図 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高画質イメージ(183K) 

 

剥離テスト中に間隔(δ)のギャップが補正され、適切な距離として δ = 1.8 mm が選

ばれた。これは、大きい力の付加が可能であること、実施可能な電圧範囲が大きいこと、

および間隔の変化に対する感度が低いことに基づく。この距離では磁力は V に対し一

次関数を示し、ほぼ電圧 3V で磁石の張力が反発力に変化することが観察された (図 7b

を参照)。各 MAPT テストサンプルの磁石は、近接した同一結果を示すように校正され

た。剥離テストでは、永久磁石と電磁石間の実際の差は δ +Δ とし、この場合 Δ が中央

の Cu パッドの垂直方向への変位である。しかし実験では、Δ の大きさは 100μm 以下

であったため、目盛りの精度内に収まった。 

 

 

3.3 剥離テストの実施 

剥離テスト中、磁気駆動が磁石の反発により得られるように、相反する磁気配列の電

磁石が MAPT テストサンプルの下に置かれている(図 1(b)参照)。表面のトポグラフィ

ーを直接測定するために光学プロファイル計測装置(Veeco Wyko® NT-2000)を用いな

がら、繰り返し剥離テストが実施された。電圧を不連続間隔に印加すると、膜の歪みや、
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剥離の伝播を捉える表面画像が得られた。図 8 は、剥離テスト中の重要ポイントで取ら

れたテストサンプル画像の例を示している。3.0V では、テストサンプルは原則的に何

の力も受けず、待機した初期の状態である。 6.0V では、サンプルリボンが持ち上げら

れ、引っ張られるが、顕著な剥離は観察されない。7.0V で剥離し、9.1V まで緩やかに

伝播するのが観察されている。その後に、定常状態の剥離が進行し、その結果、全域が

剥離される。 

図 8   

  高画質イメージ(649K) 

 

 亀裂の最先端の位置からのそれぞれの剥離リボンの傾き(勾配)は、これらの光学プロ

ファイル計測装置で得られた各画像により決定した。このため、前述の力の較正による、

界面亀裂の長さと剥離角度の測定結果が付加された磁力の関数として得られた。 

各 MAPT テストサンプルで、3 つの剥離リボンの変位データが同時に得られる。3 つの

リボンに力が均等に与えられると仮定すると、少なくとも 1 本の剥離テスト用リボンの

層間剥離が定常状態に達する時に、臨界剥離力とそれに対応する剥離角度が得られる。

動的な剥離プロセスの間に画像は得られないため、前回測定された安定的な歪みを超え

て徐々に増加するより大きい力により、定常状態の剥離を引き起こすと仮定した。その

結果、報告される最高に剥離を持続させる剥離力は、ここでは、臨界剥離力の控えめな

推定値として報告されている。 

 

この研究論文には、5つの MAPTテストサンプルによるテスト結果が示されている。

犠牲材料を除去する 2 つの異なる加工技術のために、磁石がアセンブリーされる前に 2

つのテストサンプルが不活性環境で 2 時間、250℃に加熱され、残りの 3 つのテストサ

ンプルについては加熱されなかった。 
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4. 研究結果と考察 

 光学プロファイル計測装置の画像を処理することにより、図 9 に示すような剥離角度

と磁力の一般的な関係が得られた。3 本のリボンについて測定した剥離角度が、与えら

れた電圧で、微妙に異なる可能性があるため、平均剥離角度が剥離応力を推定するのに

用いられた。１つの例外を除いた全てのケースで、剥離開始後に続き、直ぐに定常剥離

状態となった。その例外ケースでは、臨界加重により、定常状態の剥離となるまで、熱

処理が施された MAPT テストサンプルでは、加えられた力領域内で、不安定な亀裂の

進展が観察された(図 10 参照)。MAPT を用いた実験の結果は、表１にまとめられてい

る。異なる寸法の剥離片を適切に比較するため、磁気的な引き剥がし力と接線剥離力は、

リボンの断面積を分母としてそれぞれ P/bh、σ = F/bh として示されている。臨界脆性

破壊エネルギーは、計測した亀裂の剥離角度と剥離力(及び応力)のそれぞれの平均値を

計算式に入力して算出された。 
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Cuの厚み Cu の幅 

 

引き剥がし力( pull-off ) 剥離応力 

の平均 

剥離角度 

の平均 

表 1 自然に酸化した Si 基板上に電気メッキを施した Cu の MAPT 結果 

サンプルNo. 

 

注）*非線形 Cu 構成モデルを使用して方程式から算出した破壊エネルギー率(FER) 

 
 

 Cu の非線形構造モデルを用いて、加熱処理されたテストサンプル(サンプル 1~2)の

界面破壊エネルギーがほぼ 0.8J/m2と算出されたのに対して、非加熱のテストサンプル

(サンプル 3~5)の値は、0.9～1.9J/m2と少し高い値となった。そうではなく Cu 膜が、

110GPa の弾性率を持つ線形弾性を示すと仮定すると、公表された界面破壊エネルギー

率はほぼ 10～20%増加するだろう。これらの値は、これまで公表された他の方法[8]と 

[9]を用いて、SiO2 上のほぼ 1μm の Cu でほぼ 1~10J/m2という臨界エネルギーリリー

ス値と同等の値である。限られたサイズのサンプルではあるが、加熱処理のために界面

が弱体化する傾向がみられる。熱膨張の違いと Cu 膜の粒径の増加が、界面損傷を引き

起こしているのではないかと考えられている、弱体化したこの界面は、より大きなサン

プルセットによるテストを含め、継続中の課題である。 

 

 

5.おわりに 

薄膜とその下の基板の間の界面破壊力を確実に測定するために、磁気浮上による剥離

テストの構想が考案され、実証された。3 本の薄膜リボンによる引き剥がし方式を特色

とするテストサンプル設計により、光学プロファイル計測装置により膜の歪みと亀裂の

伝播を捉えながら、安定した負荷を与えることが可能になった。従来型の技術とは異な

り、MAPT デザインでは、取付器具つまりテストサンプルへの物理的接触が不要であ

る。界面破壊靭性値は、自然に酸化した Si ウェハ上に電気メッキを施した Cu 薄膜に

ついて求めた値であり、事前調査では、加熱処理されたサンプルでは弱体化した界面を

示した。 

 

界面特性評価は、厚さ 1.5μm の単層の材料の剥離膜で実施された。MAPT 技術では、

記載されているようなサンプル調整プロセスまたはテスト装置に変更を加えずに、数百

nm ほどの薄さの単層の材料の剥離膜に対応できると期待されている。しかし、さらに

薄い膜(100nm 未満)をテストするために、二層材料(bi-material)の剥離膜の使用が必要
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となる可能性があり、その場合、着目される界面は、基板と底面の剥離リボン材料の間

にあり、剥離リボンの上面材は構造的なサポート材である。そのような二層のデザイン

を用いることで、厚さ数 nm の膜の界面特性評価が可能になるが、膜を支える効果を把

握するより高機能な構造解析が、界面破壊パラメータの抽出に必要となると考えられる。 

 

この研究論文で実証されているのは、単調亀裂のみであるが、MAPT テストデザイ

ンでは、疲労負荷をかけた界面亀裂の伝播実験を行うのに理想的であり、現在進行中の

研究のテーマである。そのような疲労テスト、繰り返し負荷は、駆動電磁石に対する望

ましい振幅と周波数で AC 電流を供給することによってテストサンプルに付加するこ

とができると同時に、剥離の伝播を捉えるために、設定された回数の後に、光学プロフ

ァイル計測装置による計測を断続的に取り入れることができる。こうして、亀裂の進展

速度は、振幅荷重の関数として観察することができ、この値からパリス則(Paris Law)

のパラメータが決定される。 
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