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(1091-1)
【情報通信(半導体)】

多層のケーキ グラフェン 窒化ホウ素

【ナノテク・材料(ナノテク)】
仮訳

原子レベルの正確さでレイヤー・ケーキを作る
（英国）
2012 年 10 月 15 日
個々の原子レイヤーを相互に積み重ねることにより、グラフェンおよび結合した原子一個
の厚さの結晶が幅広い範囲の新しい材料とデバイスの可能性を提供することが、英国マン
チェスター大学の新たな研究により示された。
Nature Physics 誌に掲載された論文
では、Dr. Leonid Ponomarenko および
ノーベル化学賞を受賞した Andre Geim
教授が率いる研究チームが、望み通りの
順番で個々の原子レイヤーを相互に積み
重ねたことを報告した。
研究チームは、原子一個分の厚さを持
つ個々の結晶を用いて、ナノスケールの
電気トランスフォーマーとして機能する多層のケーキを作った。
2004 年にマンチェスター大学が初めて単離させたグラフェンは、スマートフォンや超高
速ブロードバンドから(体内における)薬物送達システムやコンピュータチップまで、様々
なアプリケーションに革新をもたらす可能性を持っている。
グラフェンはシリコンなど既存の材料の代替となる可能性を持っているが、同大学の研
究者らは、未だ発明されていない新しいデバイスや材料において真にその役割を担うこと
になると考えている。
ナノスケールのトランスフォーマーでは、ある一つ目の金属レイヤーで動いている電子
は、自らの局地的な電界を利用して二つ目の金属レイヤーの電子を引き寄せる。この原理
に基づいて作動させるためには、金属レイヤーが互いに絶縁され、原子数個分を超えない
距離で隔てられている必要がある。
これは既存のナノテクノロジーでは大きな飛躍となる。
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この新しい構造は、トランジスターやディテクターのため斬新な構造を有しており、従
来の材料では成し得なかった複雑かつ精密な新たな種類の電子・光子デバイスへの道を開
く可能性をもたらすだろう。
科学者らはグラフェンを原子一個の厚さの導体プレーンとして利用する一方で、4 枚の
窒化ホウ素の原子レイヤーを電気絶縁体として機能させた。
まず、ノーベル賞を受賞した、炭素の単一原子レイヤーであるグラフェンと同じ技術を
用いて、バルクのグラファイトと窒化ホウ素から原子プレーンを抽出することから開始し
た。そして高度なナノテクノロジーを利用し、晶子をレゴブロックのように機械的に一つ
ずつ組み立てて望み通りのプレーンの順番を持つ結晶を作った。
同大学の Dr. Roman Gorbachev がこのナノトランスフォーマーを組み立てた。同博士
は、この組立に必要なスキルを以下のように説明した。
「全てのロシア人と西洋人の多くは
『ゼンマイ仕掛けの鋼鉄の蚤の物語』訳者注を知っています。
」
「最も強力な顕微鏡を通さないと観察することができないながらも、蚤は踊り、足には
小さな蹄鉄さえ付けています。私たちの原子スケールのレゴブロックは、クラフツマンシ
ップの次のステップなのかもしれません。
」
Geim 教授は以下のように付け加える。
「様々な機能を持つ複雑なデバイスは、原子レベ
ルの正確さでプレーン(面)ごとに構築することが可能であることを、この研究は証明して
います。
」
「原子レベルの厚さの(薄い)材料は多くあります。それらを組み合わせることによって、
自然界には存在しない、基本的に新しい材料を開発することが可能です。この開発の道筋
は、グラフェン自体より、さらにエキサイティングなものとなることが期待できるでしょ
う。」

訳者注

レスコーフ(Nikolai Leskov)による「トゥーラのやぶにらみの左利きと鋼鉄の蚤の物語(The Tale of
Cross-eyed Lefty from Tula and the Steel Flea)」
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Leonid Ponomarenko 博士、Roman Gorbachev 博士および Andre Geim 教授本研究の
論文、Strong Coulomb drag and broken symmetry in double-layer graphene は、プレス
オフィスへの請求により入手可能。
本研究のイメージ画もプレスオフィスから入手可能。
メディア問い合わせ先：
Daniel Cochlin
Media Relations Officer
The University of Manchester
0161 275 8387
Daniel.cochlin@manchester.ac.uk

翻訳：NEDO（担当

総務企画部 松田 典子）

出典：本資料は、The University of Manchester の以下の記事を翻訳したものである。
“Making a layer cake with atomic precision”
（http://www.manchester.ac.uk/aboutus/news/display/?id=8856）
(Used with Permission of the University of Manchester)
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(1091-2)
【ナノテク・材料（ナノテク）
】

分子篩

多孔質グラフェン

【環境調和型エネルギー】
仮訳

グラフェン薄膜で天然ガス生産強化と CO2 汚染低減の実現を可能に、
コロラド大学の研究チーム (米国)

コロラド大学ボルダー校の工学部および学生らが、
微細な孔をもつ原子レベルの厚さのグラフェン薄膜
がサイズ選択によるふるい分けによって、効果的かつ
効率的に気体分子を分離できることを初めて示す実
験結果を発表した。
今回の発見は、天然ガス生産や、火力発電所の排気
管から排出される CO2 削減のための、より優れたエ
ネルギー効率をもつ(分離)膜を実現させる上で重大
な一歩である。
機械工学部の Scott Bunch 教授と John Pellegrino
教授は、院生である Steven Koenig 氏、Luda Wang
氏と共に雑誌 Nature Nanotechnology 掲載論文を共
著しており、実験内容について詳述している。当該論
文は 10 月 7 日発刊の同誌オンライン版で発表されて
いる。
研究チームは紫外線光誘起酸化エッチングでグラ

グラフェン薄膜にある単一分子サイズの細
孔のイメージ図。薄膜が N と CO2 を分離し
ている。CO2 分子は細孔を通過しているが、
N2 分子は大きすぎて通過できない。
Zhangmin Huang 氏によるイラスト。

フェンシートにナノスケールの孔を導入し、この多孔
質グラフェン(薄)膜を透過させることで様々な種類の気体の透過性を測定した。分子サ
イズをベースとした分離方法の潜在能力を実証するため、H2、CO2、Ar、N2、CH4、
SF6 を含む、分子サイズが 0.29 から 0.49 ナノメートルまでの範囲のガスを使った実験
が行われた。1 ナノメートルとは、１メートルの 10 億分の 1 である。
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「こうした原子レベルの厚さの多孔質グラフェン薄膜の実現は、新たな段階の理想的
な分子篩(ふるい)の誕生を意味するもので、厚さと直径が原子サイズスケールの孔を通
じた気体移動を生じさせます」と Bunch 氏はいう。
グラフェンとは単層グラファイトのことで、初めて発見された真の二次元原子結晶で
ある。 (鶏舎用の金網のような)六角形の格子状に化学的に結合された単層カーボン原
子から構成される。このユニークな原子構造が、優れた電気特性、機械特性、熱特性を
もたらす。
「この驚くべき材料の機械特性に、我々研究グループは特に魅了されました。」と
Bunch 氏は言う。「これは世界で最も薄く、最も強度が高い材料であり、一般的な気
体全てに対して不透過性を示します。」
グラフェンのこうした特性が分離膜を創造するうえで理想的とされるのは、耐久性が
あり、膜を通過させる際にも大きなエネルギーを必要としないためであると彼は言う。
この技術が完全な形で実現されるには、解決すべき技術的課題が他にもある。例えば、
産業レベルで分離膜として機能させるための十分な面積のあるグラフェンシート製造
方法や、要求されるサイズ通りのナノ孔を正確に製造するための開発プロセス等につい
ては、さらなる進歩が必要な分野である。コロラド大学ボルダー校の実験は比較的小さ
なスケールで行われたものである。
科学の世界におけるグラフェンの重要性は、英国マンチェスター大学の名誉ある２人
の科学者 Andre K. Geim 氏と Konstantin Novoselov 氏によるグラフェンの製造、
分離、
同定、および特性の測定に対し 2010 年に授与されたノーベル物理学賞よって示されて
いる。従来よりも優れた新しいディスプレー画面や、生物医学用の小型デバイス製造用
の電気回路等を開発していくなかで、科学者はその研究成果としてグラフェンの持つ無
限の可能性を目撃する。
こ の 研 究 は 全 米 科 学 財 団 、 コ ロ ラ ド 大 学 ボ ル ダ ー 校 の Membrane Science,
Engineering and Technology Center(膜科学工学技術センター)、およびコロラド大学
ボルダー校内にある Nanoscale Science and Technology for Integrated Micro/Nano
Electromechanical Transducers(ミクロ／ナノ融合電気機械変換器用ナノスケール科
学技術)に関する DARPA(米国防総省高等研究計画局)センターによって資金提供され
たものである。

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 望月 麻衣）
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出典：本資料は、米国コロラド大学ボルダー校の以下の記事を翻訳したものである。
“Graphene membranes may lead to enhanced natural gas production, less CO2
pollution, says CU study”
http://www.colorado.edu/news/releases/2012/10/08/graphene-membranes-may-leadenhanced-natural-gas-production-less-co2
(Used with permission of University of Colorado Boulder)
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(1091-3)
【ナノテク・材料（ナノテク）
】グラフェン

開放気孔

仮訳

バルク材料のダイナミクスを変える(米国)
米国エネルギー省ローレンスリバモア国立研究所の研究者らが、外部信号によって物
理的性質をダイナミックに変化させることのできる新たなバルク材料を開発した。
科学者らは、組織化されていない炭素とグラファイト・ナノプレート (graphite
nanoplatelet)の両者で構成された網状組織から炭素原子を選択的に除去する方法によ
り、低価格で高分子由来のカーボンフォーム(炭素発泡体)から大量生産可能なグラフェ
ンベースのバルク材料を製造した。
「この新技術は安価であり、スケールアップも可能です。また、単層グラファイト・
ナノプレートから成る網状組織でほぼ全体が構成される一体形成の頑丈なサンプルを、
数センチサイズで機械的に生産できます」と、この合成方法を開発したローレンスリバ
モアの Ted Baumann 氏は言う。
こうしたグラフェンバルク材料には超高表面領域があり、例えばグラフェンを電極／
電解質界面に分極することでエネルギーを貯蔵するスーパーキャパシタのような、エネ
ルギー貯蔵システムとして使用されるかもしれない。
グラフェンバルク材料はまた、蓄電池使用における活物質をサポートするための電気
的伝導性をもつ網状組織として利用することも できる。 大 容量淡 水化 (capacitive
desalination)を使った海水淡水化処理(脱塩処理)は別の新規用途分野である。
(多孔質の炭素粒子と結合剤から作られる)複合材料ではなくバルク材料を使う利点
は、その優れた安定性にあり、これにより長い耐久期間、高い伝導性(つまり少ない充
放電時のロス)、そして細孔構造を調整する性能がもたらされる。
「この材料は材料科学の概念をくつがえす可能性を秘めているのです。
」と 9 月 24
日発行の Advanced Materials で発表された特集記事の著者である Juergen Biener 氏
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は言う。「外部変数によってダイナミックに変化させられる性質をもつバルク材料を使
って実現できそうなことを想像してみてください。例えば、導電状態と絶縁状態の合間
でバルク材料をダイナミックに切り替えることができるのです。」
三次元ナノグラフェンバルク材料のある特定の表面領域は、(支えなしで自立する)フ
リースタンディングなグラフェン層の表面領域に相当する部分であるが、三次元ナノグ
ラフェンバルク材料の表面領域には短時間で大量の物質移行を可能にする開放気孔が
ある。
グラフェンベースのバルク材料のほとんどはグラフェン酸化物の自己組織化によっ
て製造されており、依然として非常に高価であり、グラム当たり数百ドルする。この価
格では、エネルギー貯蔵に優れた性質を有しているとしてもグラフェンバルク材料を利
用するのは経済的でないと、Biener 氏は言う。これに比べ、リバモアのグラフェンバ
ルク材料製造技術は本質的に高価ではなく(キログラム当たりたった数ドル)、スケール
アップも可能であり、一体形成の頑丈なサンプルを数センチサイズで機械的に生産でき
る。「これはグラフェンの活用に向けた重要なブレークスルーです。
」と Biener 氏は言
う。
研究グループは大きなサイズの材料を作ることで新技術の試験を行い、アクチュエー
タ及び可変抵抗の有用性の検証を行った。
リバモアの研究者にはこの他に、Marcus Worsely 氏、Arne Wittstock 氏、Jonathan
Lee 氏 Monika Biener 氏、Christine Orme 氏、Sergei Kucheyev 氏 Brandon Wood
氏、Trevor Willey 氏、そして Alex Hamza 氏が含まれる。
研究機関にはこの他に(いずれもドイツの)カールスルーエ技術研究所、ダルムシュタ
ット工科大学、ハンブルク＝ハーブルク工科大学が含まれる。

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 望月 麻衣）
出典：本資料は、米国ローレンスリバモア国立研究所の以下の記事を一部翻訳したもの
である。
“Changing the dynamics of bulk materials”
https://www.llnl.gov/news/aroundthelab/2012/Oct/100912_bulk.html
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(1091-4)
【燃料電池・水素(蓄電池)】グリッド

鉛蓄電池

充放電サイクル プルシアンブルー

仮訳

グリッドスケールのエネルギー貯蔵に有用な蓄電池（米国）
2012 年 10 月 25 日
太陽光(熱)、風力等の再生可能エ
ネルギー源は化石燃料の消費を減少
させるが、グリッド(電力網)に対す
る難題をもたらす。これは、それら
の発電量が変動的であることによる
もので、グリッドへの電力供給ニー
ズが生じるまで発電した電力を貯蔵
しておく、より優れたバッテリー技
術のニーズが高まりつつある。
従来の鉛蓄電池や揚水発電(水を
より高い場所へと汲み上げ、その後
これをタービンに通過させて下方に
流すことにより発電する)等、現在用
いられているグリッド向けの電力貯

カリフォルニア州、Palm Springs 近隣のウィンドファー
ムでタービンが回転して稼働している様子。
SLAC とスタンフォード大学の研究チームが、風力、太
陽エネルギー等の再生可能エネルギー源の電力貯蔵能力
を高める、高性能バッテリーを開発中である。
(写真提供：Sam Howzit/Flickr)

蔵技術はあまり効率的ではない。
米 ス タ ン フ ォ ー ド 大 学 (Stanford University) と SLAC 国 立 加 速 器 研 究 所 (SLAC
National Accelerator Laboratory)の研究チームは、急速かつ効率的に数千回超の充放電が
可能で、1,000 回の充放電後もエネルギーロスが生じることのない、コスト効率に優れた
標準バッテリーの代替として見込まれる混合材料を開発した。
10 月 23 日付の「Nature Communications」誌に取り上げられたバッテリー設計では、
電極に炭素や銅の成形物や、ナトリウムとカリウムの混合溶液等、豊富にある安価な材料
の混合物を使用している。
ハイブリッド電極
これまでに行った実験で研究者たちは、この電極が高いエネルギー効率を持つだけでな
く、40,000 回の充放電サイクル後も初期充電容量を最大 83%まで保つ長寿命であること
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が実証されたことで、正極に使用された材料が電力グリッド用に適用できることを証明し
た。
この電極は、何世紀にもわたって絵画や青色染料に使用されて一般にも普及している合
成顔料のプルシアンブルーの類似構造を持つ材料で構成されている。この材料の構造は、
「オープンフレーム」立体晶系結晶構造になっているため、急速充放電が可能で、その安
定性と長寿命に寄与している。
ちなみに、ディープサイクル・バッテリーとして知られる専用鉛蓄電池は、充電回数お
よそ 2,000～3,000 回といった長寿命になるよう設計されているが、これらはそれぞれの
放電がどれくらい深いかに依存する。一方、標準的な密閉型鉛蓄電池は、約 200～300 回
の充電サイクルになるとみられる。
この新しいバッテリー設計は、前回の実験で問題となっていた負極の性能についても向
上させると、スタンフォード大学と SLAC の材料科学者 Yi Cui 氏は言う。また、ここで
の課題は、正極と相性の良い低コストで安定した長寿命の負極を作るために、材料を混合
する正しい組み合わせを特定することにあったとも述べている。
Cui 氏とその研究チームは、負極用に精巧に調整されたハイブリッド材料を作るため、
ポリピロールと呼ばれる別の材料を用いて、多孔性の炭素の成形物を別の材料と混ぜ合わ
せるイノベーティブな方法を発見したと報告している。プルシアンブルーを用いた正極に
この方法が用いられると、得られるバッテリーのエネルギー効率は標準的な放電率で最大
92%となり、最初の 1,000 回分の充放電サイクルで測定されたエネルギーロスはゼロであ
った。
負極の炭素の電位を調整するためにポリピロール材を使用し、バッテリー内の電気の流
れの中で、負極をより効率的にすることが、バッテリー設計の「鍵となるイノベーション」
であると Cui 氏は述べ、こう続けた。
「次なるステップは、親指に乗るような小さいプロトタイプから、特定の用途によっては
建物ほどにもなる大きな規模に拡大させることだろう。
」

今後の取り組み
研究者たちはまた、分子構造がバッテリー用途に適した、負極にプルシアンブルーに類
似した化学構造(プルシアンブルー類似体)を持つ材料を求めている。
今月始めに Cui 氏は、環境面でより持続可能な形のエネルギーを推進するために産業界
が支援するイニシアティブである、スタンフォード大学の Global Climate and Energy
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Project：GCEP(世界気候およびエネルギープロジェクト)の研究シンポジウムにおいて、
グリッド規模のバッテリー研究に関する発表を行った。
「産業界はこの研究に非常に関心を示している。
」と、Cui 氏はこの研究について語ってい
る。

翻訳：NEDO（担当

総務企画部 原田 玲子）

出典：本資料は、SLAC National Accelerator Laboratory の以下の記事を翻訳したもので
ある。
“Building a Better Battery for Renewable Energy Storage”
http://www6.slac.stanford.edu/news/2012-10-24-grid-battery.aspx
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(1091-4-1)
【燃料電池・水素(蓄電池)

結晶ナノ粒子 ヘキサシアノ鉄酸銅 長充放電サイクル

仮訳

蓄電池用ナノ粒子電極で、大規模電力貯蔵したエネルギー源の
グリッド接続が可能に(米国)
スタンフォード大学の研究者たちが銅化合物のナノ粒子を使い、安価な高出力蓄電池の
電極を開発した。
Louis Bergeron

大規模な風力発電や太陽光発電を利用可能にするうえでの最大の障害は、太陽が常に
照っているわけでもなく、風も常に吹いているわけではないという条件の中にある。効
率性、耐久性を持ち、高出力で、再充電可能な蓄電池さえあれば、風のある日や晴れた
日に生産された余剰電力を、それが必要な時まで大規模に貯蔵しておける。こうした途
方もない夢を目指すには、蓄電池を安価に製造する方法も同時にイメージする必要があ
る。

研究者たちは、微小な天候変化で風力・太陽光発電システムの出力が急激に落ち込むという問
題についての有望な解決策を提供する。写真：Charles Cook/Flickr (Creative Commons)
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現在、スタンフォードの研究者たちは夢の蓄電池のパーツとして、銅化合物の結晶ナ
ノ粒子を採用した新たな電極を開発している。
この電極は実験室テストで充放電サイクル 40,000 回に耐え、その後も当初の 80%超
の電荷容量を維持した。比較として、平均的なリチウムイオン蓄電池が実用性を大きく
損なうまでの充放電サイクルはおよそ 400 回である。
「1 日の充放電サイクルを数回とした場合、この電極は電力グリッド内で優に 30 年
の 耐用 年数 があ ることに なり ます 。」 と、材料 科学 工学 (materials science and
engineering)の院生であり、今週の Nature Communications に掲載される当該研究内
容を述べた論文の代表著者である Colin Wessells 氏は言う。
「これはブレークスルーとなる性能で、蓄電池は何万回もの充放電サイクルを続け、
劣化することがないのです。」と、材料科学工学の准教授であり、Wessells 氏のアド
バイザー兼論文の共著者である Yi Cui 氏は言う。
この電極の耐久性は、電極の製造に使用される結晶ヘキサシアノ鉄酸銅の原子構造か
らもたらされている。結晶はオープンフレーム構造であり、自身の動きによって蓄電池
を一斉に充電あるいは放電させる電荷を帯びた粒子、つまりイオンが、電極にダメージ
を与えることなく容易に行き来できるようになっている。大抵の蓄電池は、電極の結晶
構造に蓄積されたダメージが原因で劣化してしまう。
イオンが自由に移動できるから、電極の充放電サイクルが非常に速くなる。蓄電池の
出力は電極の放電速度に比例するため、このことは重要である。
結晶が持つこのオープン構造による恩恵を最大化するため、研究者たちは適切なサイ
ズのイオンを使う必要があった。大きすぎては、イオンが詰まったり、電極の行き来に
よって結晶構造がダメージを受けたりする可能性がある。小さすぎては、容易に通過す
るどころか、原子間の空いたスペースの片側にイオンが留まってしまうだろう。適切な
イオンサイズは水酸化カリウムのものであると判明し、ナトリウムやリチウムといった
他の水酸化イオンに比べ、適合性がかなり高かった。
「完璧に適合します。本当にぴったりです。」と Cui 氏は言う。「カリウムが拡帳、
縮小するだけで、非常に高出力な蓄電池が実現します。」
電極のスピードが以前よりも増しているのは、Wessell 氏が合成した電極材料の粒子
が通常のナノ粒子ほどに小さく、直径わずか 100 原子分だからである。
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こうした適度な大きさが意味するのは、イオンが離れた電極まで移動し、粒子内の活
性部位と反応し、電極の最大容量まで充電する必要も、あるいは放電中に戻る必要もな
いということである。
Cui 氏のグループが行う別の研究も含め、最近の蓄電池に関する多くの研究は、高いエ
ネルギー密度を持つ、つまり蓄電池の大きさに対して多くの充電量を保持することので
きる、リチウムイオン蓄電池に焦点が当てられている。こうした研究により、リチウム
イオン蓄電池はノートパソコンといったポータブル電子機器に最適なものとなった。
しかし実際のところ、エネルギー密度は電力グリッドにおける貯蔵に関しては重大な
問題ではない。ポータブルである必要がなければ、家ぐらい大きな蓄電池でも構わない。
より関心事とされているのはコストなのである。
リチウムイオン蓄電池の構成物のいくつかは高価であり、電力グリッドとして使用す
るスケールのリチウムイオン蓄電池の製造が将来安価になると確証をもてる者はいな
い。
「電力グリッド用に低価格の蓄電池および電極を製造するには、『新たな化学』を開
発する必要があると決断しました。」と Wessells 氏は言う。
研究者たちは、Wessells 氏の表現によれば「有機電解質のコストと比較して、基本
的に無料」とされる、リチウムイオン蓄電池に使用されている水性電解質の使用を決め
た。彼らは蓄電池の電気材料を鉄、銅、炭素、窒素といったような、既に利用可能な前
新たな電極の持つ唯一の重要な制限は、その化学的性質が高電圧電極の場合のみ利用
可能であるということだ。しかし、どの蓄電池にも電気を生みだす電圧差を発生させる
ための、高圧カソードと低圧アノードの 2 つの電極が必要である。研究者たちは実際に
蓄電池を作る前に、アノード用に使用する別の材料を見つけ出す必要がある。
しかし、彼らは既にアノード向けに様々な材料の調査を行い、見込みのある候補をい
くつか見つけていると Cui 氏は言う。
蓄電池全体の構成が未だ完成していないにもかかわらず、この新たな電極の性能が既
存する他の蓄電池電極よりもあまりに優れているため、このプロジェクトを行った材料
科学工学の名誉教授である Robert Huggins 氏は、ソーラーファームの上を雲が通過す
るといった、シンプルでありふれた出来事に起因する「風力や太陽光発電システムの出
力の急激な落ち込みが多発するという非常に重大な問題に対し、この電極は見込みのあ
る電気化学的な解決をもたらす」と言う。
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Cui 氏と Wessells 氏は、開発された他の電極材料は実験室テストでは非常に素晴ら
しい見込みを示したものの、商業的に製造するのは難しいだろうと述べている。他の電
極に問題があったわけではない。
Wessells 氏は実験室でグラムサイズごとの電極材料を素早く合成することができる。
このプロセスは容易に商業レベルの製造設備にスケールアップできると言う。
「フラスコに化学物質を入れると、この電極材料が出来上がる。どのスケールでだっ
て同じ事ができる。」と彼は言う。
「実際に蓄電池を製造する際に必要なスケールアップに、技術的な課題は何もない。」

Huggins 氏は Nature Communications 掲載論文の共著者である。当該研究への資金
提供は米国エネルギー省、および King Abdullah 大学 Science and Technology による
ものである。
2011 年 11 月 22 日火曜

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 望月 麻衣）

出典：本資料は、米国スタンフォード大学の以下の記事を一部翻訳したものである。
“Nanoparticle electrode for batteries could make large-scale power storage on the
energy grid feasible”
http://engineering.stanford.edu/news/nanoparticle-electrode-batteries-could-make-l
arge-scale-power-storage-energy-grid-feasible-say(Used with Permission of Stanford University)
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(1091-5)
【新製造技術(ロボット)】パワーアシストスーツ

脊髄疾患

麻痺

仮訳

先進的なパワーアシストスーツが麻痺患者の自立を約束（米国）

自分の足で一歩前に進むことなど二度とかなうはずもないと思っていた下肢麻痺患者
が、立って歩く能力を取り戻すという夢が、現実のものに近づきつつある。
Vanderbilt University (ヴァンダービルト大学)の Center for
Intelligent Mechatronics のエンジニアチームは、重度の脊髄疾
患を持つ患者が、立ったり、歩いたり、座ったり、階段を上った

Youtube
動画

りできるようにする電動パワーアシストスーツを開発した。この
装置の軽さ、コンパクトなサイズ、モジュール方式設計が、これまでに類を見ないレベル
の「自立」をユーザーにもたらすことを約束する。
同大学はこの設計に関する複数の特許を申請中であ
り、動作・制御技術分野におけるグローバルリーダー
である Parker Hannifin 社は、2014 年を目標にこの
装置の商品化を目指すため独占ライセンス契約を結ん
だ。
National Spinal Cord Injury Statistical Center(国
立脊髄疾患統計センター)によれば、米国には 236,000
～327,000 名の重度の脊髄疾患を持つ人々が暮らして
おり、約 155,000 名の麻痺患者がいる。疾患発生時の
平均年齢は 41 歳で、生涯を通じてかかる費用は、50
段階の障害レベルで 110 万ドル～250 万ドルとなって
いる。
最近まで「装着可能ロボット」は、SF の世界のも
商用パワーアシストスーツ用
の Parker-Hannifin 社の
デザインコンセプト
(画像提供：Parker-Hannifin 社)

のであったが、この 10 年で、ロボット工学、マイク
ロエレクトロニクス、バッテリー、電気モーターの技
術が進歩したことにより、障害を持つ人々を助けるパ
ワーアシストスーツ開発が現実的となるレベルまで進
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んだ。実際に、イスラエルの Argo Medical Technologies 社と、米カリフォルニア州バー
クレーの Ekso Bionics 社の 2 社は、
この手の製品を開発して米国で販売活動を行っている。
これらの装置は、外骨格のような役割をする。この装置は胴体にしっかりと固定され、
堅いサポートパーツで臀部から膝、膝から足まで固定される。臀部と膝の結合部分は、先
進型蓄電池を動力とするコンピューター制御の電気モーター駆動となっている。患者は、
電源が入れられた器具を歩行器や前腕装着タイプの松葉杖と共に使用して体のバランスを
保つ。
「脚の付いた Segway (立ち乗り電動スクーターの商品名)のようなものだと思ってくだ
さい。
」と、機械工学分野の H. Fort Flowers 財団の議長であり、物理療法・リハビリ学の
教授である Michael Goldfarb 氏は言う。「この装置を装着した患者が前方に傾くと体は前
に進み、また後方に体を傾けてその姿勢を数秒キープすると座ることができます。そして
今度は座った状態で前方に傾いてその姿勢を数秒キープすれば、立ち上がることができま
す。」
Goldfarb 氏はこのシステムを、National
Institutes of Health(国立衛生研究所)から
の 助 成 金 を 利 用 し 、 大 学 院 生 の Hugo
Quintero、Spencer Murray、Kevin Ha 各
氏、また、同大学の卒業生で現在は Parker
Hannifin 社に勤務する Ryan Farris 氏の
支援を得て開発した。
「私の子供たちが私のことをアイアンマン
と呼び始めたのです。
」と Brian Shaffer

注1

氏は言う。彼は、2010 年にクリスマスの夜
に起きた自動車事故で、下肢が完全に麻痺
している。彼は、アトランタにある
Shepherd Center のナッシュビル地区サテ
ライト施設で、Vanderbilt モデルを試した。
Shepherd Center は脊髄・脳疾患のリハビ
リ分野を先導する病院の 1 つであり、

テネシー州 Franklin にある Shepherd Center
のサテライト施設で、Vanderbilt モデルを試す
Brian Shaffer 氏
(写真提供：Vanderbilt 大学 Joe Howell 氏)

Vanderbilt University のエンジニアに、装
置の開発に必要な臨床データをフィードバ
ックした。

注1

米国のアメリカン・コミックに登場する架空のヒーロー。2008 年に映画化されている。
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「また立つことができるなんて、信じられないことです。この装置を使うのに最初は集中
力が要りましたが、一度習得してしまえば難しいことはありません。この装置が全てのこ
とをしてくれます。これが完全に車椅子の代わりになるとは思っていませんが、娘の結婚
式でバージンロードをエスコートして歩いたり、野外観覧席で息子のフットボールの試合
を座って観戦したりといった状況があり、これらが実現すればお金では買えない非常に価
値あるものとなるでしょう。
」と、2 人の息子と 2 人の娘を持つ Shaffer 氏は言う。
「 こ れ は 非 常 に エ キ サ イ テ ィ ン グ な 新 し い 技 術 で す 。」 と 、 先 述 の Argo Medical
Technologies 社、Ekso Bionics 社、Vanderbilt University のモデル装置すべてを扱って
きた Shepherd Center の理学療法士、Clare Hartigan 氏は言う。
「これらの 3 つのモデルはすべて、麻痺患者が立ったり歩いたりできるよう支援する装置
ですが、実に素晴らしいことです。
」
Hartigan 氏によれば、車椅子から人々を解放し、定期的に体をまっすぐ立てるようにす
るだけで、計り知れないほどの健康面の恩恵をもたらす。動き回るために車椅子に頼らな
ければならない人々は、骨粗鬆症、床ずれ、血栓等、自由に動けないことによる苦悩のみ
ならず、泌尿器、呼吸器、心臓血管、消化器系の深刻な問題が生じる可能性がある。定期
的に立ったり下肢を動かしたり運動することで、これらの悪状況を生むリスクが減る可能
性がある。
Vanderbilt モデルの設計には、Hartigan 氏と、彼女と共に Shepherd Center で働く研
究者たちをして、このモデルがリハビリ用家庭用装置として最も有望であると結論づけさ
せたいくつかのユニークな特徴がある。
パワーアシストスーツは未だに家庭用としては認可されていないが、Vanderbilt モデル
の設計には、本来備わっている利点がいくつかある。それは、モジュール方式設計になっ
ており、競合製品に比べて軽くて薄いことである。これにより Vanderbilt モデルの設計は、
かつてないレベルの自立をユーザーに与えることができるようになる。またユーザーは、
このコンパクトな装置を車椅子の後部に載せて運ぶことができるようになるだろう。
患者が歩いて行きたい場所まで到達すると、車椅子から降りずにパワーアシストスーツ
を自分で装着することができるようになる。また歩行を終えると、同じ車椅子に元のよう
に座り、装置の電源をオフにしても、オンのままでも次の目的地まで車椅子を進ませるこ
とができる。
Vanderbilt モデルのパワーアシストスーツは重さが約 27 ポンド(12.24kg)で、
約 45 ポンド(20.41kg)ほどの他モデルの約半分である。また、他モデルの場合かさばるこ
ともあり、これを装着した大半の患者は標準サイズの車椅子に収まることができない。
Vanderbilt モデルの設計には、リハビリの観点から見込まれる次のような 2 つのメリッ
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トがあると Hartigan 氏は指摘する。
・ロボットによるアシスト量は、脚に筋肉制御機器を装着したユーザーに合わせて自動調
整され、これによりユーザーは、歩きながら自分の筋肉を使うことができるようになる。
ユーザーが全身麻痺患者である場合には、
この装置がすべてのことを行う。他の設計では、
常に全パワーを提供するようになっている。
・このモデルは、FES(Functional Electrical Stimulation：機能的電気刺激)と呼ばれる、
実績あるリハビリ技術を取り込んだ唯一の装着可能ロボットである。FES は、小さな電気
パルスを麻痺した筋肉に流す方法で、筋肉の収縮と弛緩を促す。FES は、不全麻痺患者の
脚の強度を高めることができる。不全麻痺患者の場合には、FES によって血液の循環を良
くし、骨密度を変化させ、筋萎縮を減少させることができる。
このほかにコストの問題もある。その他のリハビリモデルのパワーアシストスーツ価格
は、１着あたり 14 万ドル(約 1,118 万円)に加え、かなりの年間サービス料がかかると報告
されている。Parker Hannifin 社は、Vanderbilt モデルの価格を設定していないが、
Goldfarb 氏は、最低限に抑えられたこのモデルの設計と Parker Hannifin 社の技量をもっ
てすれば、手頃な価格の製品になるだろうという望みを抱いている。
「個人の手に届くレベ
ルまで価格を下げることができ、保険会社がこれをカバーできれば素晴らしいことです。」
と彼は述べた。
この一方で、Hartigan 氏は潜在的ユーザーに対し次のようにアドバイスする。
「このような新しい歩行アシスト装置は現にここに存在し、日々改良されていますが、こ
れらを使用するには患者の身体にフィットしなければなり
ません。体重を 220 ポンド(99.8kg)以下に保ち、歩行器や
前方松葉杖を使い、肩、臀部、膝、足首の関節の柔軟性を
保つに十分な強い上半身を作らなければならないのです。
何ヵ月もあるいは何年も車椅子に頼ってきた患者にとって、

Youtube 動画
Michael Goldfarb 教授が
麻痺患者を救う
ロボット工学に取り組む
個人的理由とは？

これはそれほど簡単なことではありません。」

本研究には、National Institute of Child Health and Human Development からの助成
金(No.R01HD059832)からの資金が充てられている。
Parker Hannifin 社が自身の HP 上で公表している本ライセンス契約に関するプレスリリ
ースはこちらを参照のこと。
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連絡先：
David Salisbury, (615) 322-NEWS
david.salisbury@vanderbilt.edu

翻訳：NEDO（担当

総務企画部 原田 玲子）

出典：本資料は、Vanderbilt University の以下の記事を翻訳したものである。
“Advanced exoskeleton promises more independence for people”
http://news.vanderbilt.edu/2012/10/exoskeleton/
(Used with permission of Vanderbilt University)
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(1091-6)
【新製造技術（ロボット）】自律小型飛行ロボット
仮訳

2012 年 10 月 30 日

鳥のようにスマート：
飛行救助ロボットが自律的に障害物を回避(米国)
著者：Bill Steele

コーネル大学の研究者た
ちが、鳥のようにスマート
に(賢く)障害物の周りを飛
び回る、自律型飛行ロボッ
トを開発した。

森やトンネル、あるいは
危険なビルの内部を自ら誘
導できることから、探索・
提供：Saxena lab

救助活動において極めて大
きな価値を持つ。小型飛行

コーネル大学中庭(Arts Quad)の木を回避する飛行ロボット

機(体)は既に普及し、GPS
技術による誘導システムも装備している。コンピューターサイエンスの准教授である
Ashutosh Saxena 氏と彼の研究チームは、現在、飛行ロボットが壁や木の枝に激突す
るのをどうすれば回避できるかという難題に取り組んでいる。人為的な操作では迅速な
反応が十分でなく、無線信号では飛行ロボットの行く先すべてには届かない。
テストに使用されたのは、4 枚のヘリコプターローターを持つ、市販で入手可能な、
およそカードテーブル大の飛行機(体)「quadrotor」である。Saxena 氏と研究チームは
既に quadrotor が廊下や階段をナビゲートできるようプログラムを行っている。しかし、
野外で離れた位置にある障害物の周辺を通る経路を設計するには、現行方法では正確さ
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が十分でない。Saxena 氏は、自身が以前から開発を行っていた、周囲の状況を平坦な
カメライメージから 3D モデルに変えるという方法に基づく取り組みを進めている。直
線のもの、馴染みがあって大きさが明らかなもの、及びその前後にあるもの等の情報を
集める手がかり(cue)のようなものを使う。これは人間が立体映像を補完する際に無意
識に使っている(遠近感をつかむための)手がかりと同じものである。
院生である Ian Lenz 氏と Mevlana Gemici 氏は、木の枝、柱、フェンス、ビルとい
った障害物の立体映像を使ってロボットをトレーニングした。ロボットコンピューター
は全てのイメージが共通して持つ特徴、つまり、色、形状、素材、状況(例えば、枝は
幹から伸びている等)を学習する。ロボットが飛行する前に、障害物が何であるかを決
定するルールの結果セット(resulting set)を記憶チップに焼きつける。飛行中、ロボッ
トは周囲の 3D イメージを明確な境界線に基づいた小さな塊に分解し、どれが障害物で
あるかを決定し、教えられた経路にできる限り近い道を計算して、視界の変化に沿って
適宜調整を行う。コーネル大学の広場(Arts Quad)を含め、障害物が多くある環境下で
53 回の自律飛行テストを行ったところ、51 回は成功し、残りの 2 回は風の影響で失敗
に終わった。このテスト結果は 10 月 7 日-12 日にポルトガルで開催された国際会議
International Conference on Intelligent Robots and Systems で発表されている。
Saxena 氏は風などの周辺状況の変化に対応し、本物の鳥などのように動く障害物を
判別して回避できるようにロボットの性能を改良しようと計画している。テスト目的で、
飛行中のロボットに向かってテニスボールを投げるという提案もしている。
当該プロジェクトは国防総省高等研究計画局(Defense Advanced Research Projects
Agency)による資金支援を受けたものである。

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 望月 麻衣）

出典：本資料は、米国コーネル大学の以下の記事を翻訳したものである。
“Smart as a bird: Flying rescue robot will autonomously avoid obstacles”
http://www.news.cornell.edu/stories/Oct12/RescueRobot.html
(Used with permission of University of Colorado Boulder)
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(1091-7)
【ナノテク・材料(ナノテク)】 カーボンナノチューブ(CNT) カーボンデバイス
【情報通信(半導体)】

トランジスタデバイス

仮訳

IBMラボ：シリコンの代替となるCNTの商業生産への最初の一歩
（米国）
2012 年 10 月 28 日


史上初、主流の製造プロセスを使用して 1 万個を超える CNT デバイスを 1 チップ上
に精密に配置。



新しいプロセス技術が次世代コンピュータのシリコンの代替と成りうるカーボン技
術の道を開く。

10 月 28 日 ニューヨーク州 ヨークタウン・ハイツ：IBM(ニューヨーク証券取引所上場
企業の IBM)の科学者らが、劇的により小さく、速く、パワフルなコンピューター・チッ
プの商業生産への道を切り開く新しいカーボン技術を実証した。ナノサイズのカーボンナ
ノチューブ(CNT)からできた作動可能なトランジスタ 1 万個超を標準的な半導体プロセス
技術を用いて 1 チップ上に精密に配置し、
試験を実施した。
これらのカーボンデバイスは、
コンピュータ部品の微細化をさらに促進して次世代マイクロエレクトロニクスへの道を開
き、シリコン技術に代替し、これを超えるだろう。
過去 40 年間に起こった急速なイノベーションに支えられ、シリコンマイクロプロセッ
サ技術では微細化と性能の向上が継続して進展し、IT 革命を促進してきた。チップ上に情
報を載せている小さなスイッチであるシリコントランジスタは、サイズの微細化が毎年の
ように進んできたが、今や物理限界に近づきつつある。現在ではナノスケールのサイズと
なった、ますます小さくなるトランジスタのサイズにより、シリコンの性質と物理法則か
らその性能は向上することがないだろう。従来のスケーリングと微細化では、この先数世
代の内に、産業界がこれまで慣れ親しんできた低電力、低コスト、高速プロセッサの大き
な利益を生み出さなくなるだろう。
CNT は、特に、直径が原子数十個分であるナノスケールのトランジスタデバイスの製造
において、その電子特性がシリコンよりも魅力的な新しい種類の半導体材料である。カー
ボントランジスタ中の電子は、シリコンベースのデバイス中より移動が容易なため、より
速くデータが転送される。ナノチューブはまた、トランジスタには理想的な形状を原子ス
ケールで持っており、これもシリコンと比較した場合の優位点である。これらの特性が、
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従来のシリコントランジスタをカーボンと代替する理由のいくつかであり、新しいチップ
の設計アーキテクチャと組み合わせれば、微細スケールの次世代のコンピューターイノベ
ーションが実現化するだろう。
今回、IBM ラボの開発したアプローチは、基板の所定の位置に多数の CNT トランジス
タを持つ回路製造への道を切り開いた。最終的には商業用チップへの集積に 1 兆個を超え
るトランジスタが必要となるため、半導体ナノチューブを分離させてウェハー上にカーボ
ンデバイスを高密度に配置する能力は、技術に対するそれらの適性を評価するのに大変重
要である。科学者らはこれまで、一度に最高で数百個の CNT デバイスの配置に成功して
いたが、商業的な利用にはまったく不十分であった。
「化学から生まれた CNT は、マイクロエレクトロニクスへの応用に関する限り、研究
室が大変興味を持っていたものでした。従来のウェハー製造インフラで CNT トランジス
タを製造することにより、技術への最初の一歩を踏み出そうとしているのです。
」と IBM
Research の Physical Sciences のディレクターである Supratik Guha 氏は述べ、以下の
ように続ける。
「極小のナノスケール寸法が、他のどの材料から製造されたトランジスタの
性能を超えるということが、CNT トランジスタの研究へのモチベーションとなっているの
です。しかし超高純度の CNT や狙った場所へのナノスケールでの配置など、課題は多く
あります。この両課題において、私たちは大きく前進しました。」
原子レベルの寸法と形状に起因する物理（特性）として研究されていた CNT は、世界
中の科学者により

IC、エネルギー貯蔵と変換、バイオメディカルセンサーや DNA 塩基

配列の決定など様々なアプリケーションが研究されている。
この度の研究結果は、ピアレビュー誌である Nature Nanotechnology に掲載されてい
る。

カーボンへの道
ダイヤモンドの硬さ、鉛筆の「芯」の柔らかさまで様々な結晶を作れ、入手が容易で基
本的な元素であるカーボン(炭素)は、幅広く IT に利用することが可能である。
CNT は単層の炭素原子シートが筒状に巻かれたものである。現行のシリコントランジス
タの様に機能するトランジスタデバイスのコアを形成し、より高性能となる。データを高
速処理するサーバー、高性能コンピュータや超高速スマートフォンなどに電力を供給する
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チップのトランジスタの代替としての利用が可能である。
IBM の研究者らは今年初め、10 ナノメートル以下の分子サイズ、すなわち人の毛髪 1
本の 10,000 分の 1、最先端のシリコン技術で可能なサイズの 2 分の 1 を下回るサイズの
CNT トランジスタが優れたスイッチとして動作することを実証した。電子回路の包括的モ
デリングにより、シリコン回路の約 5～10 倍の性能向上が可能であることが示された。
既に述べたように、デバイスの純度と配置の問題で、CNT が商業用技術となるには特に
実用上の課題が存在する。CNT では金属型と半導体型が混在して合成され、電子回路を作
るにはウェハー表面に正確に配置される必要がある。デバイスの動作には半導体型のみが
利用され、回路のエラーを防止するために金属型 CNT を完全に取り除くことが必要とな
る。また、大規模な集積の場合では、基板上の CNT デバイスの配列と配置場所をコント
ロールできることが重要となる。
IBM の研究者らはこれらの障害を克服するために、以前の研究結果と比べて 2 桁分高い
高密度で、整列した CNT の基板上への正確な配置を可能とする、イオン交換技術に基づ
いた新しい技術を開発した。これにより 1cm2 あたり約 10 億個という高密度で個々の CNT
を配列させることが可能となった。
このプロセスは、石鹸の一種である界面活性剤と CNT を混合して、CNT を水溶性にす
ることから始まる。基板は化学修飾した酸化ハフニウム(hafnium oxide: HfO2)と酸化シリ
コン(silicon oxide: SiO2)の 2 種の酸化物のトレンチから構成される。この基板を CNT 溶
液に浸すと、化学結合により CNT が HfO2 領域に付着し、他の面をクリーンに残す。
こうして IBM の研究者らは化学、プロセス技術およびエンジニアリングの専門知識を
結集して、1 つのチップ上に 1 万個を超えるトランジスタを製造することに成功した。
さらに、標準的な商業的プロセスとの互換性により、高容量評価ツールを利用したデバ
イス数千個の迅速試験も可能である。
今回新たに開発されたデバイス配置技術は、一般的な化学物質と既存の半導体製造方法
を利用して手軽に実施可能なため、産業界によるより大きなスケールでの CNT への取り
組みを可能とし、
カーボンエレクトロニクスのイノベーションをさらに進展させるだろう。
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より詳しくは www.research.ibm.com を参照。
連絡先窓口：Christine Vu
IBM Media Relations
1 (914) 945-2755
vuch@us.ibm.com

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子）

出典：本資料は、IBM の以下の記事を翻訳したものである。
“Made in IBM Labs: Researchers Demonstrate Initial Steps toward Commercial
Fabrication of Carbon Nanotubes as a Successor to Silicon”
(http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/39250.wss）
(Used with Permission of IBM)
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(1091-8)
【燃料電池・水素（蓄電池）】

電気自動車 多孔質微粒子

仮訳

ライス大学の研究チームがシリコンベース蓄電池を後押し(米国)
「粉々の」多孔質シリコン製アノードが充放電サイクルを飛躍的に改善する
ライス大学の研究者らは、以前から研究していた再充電可能なリチウム蓄電池の現実
的な商業化の可能性を有する、大容量、長寿命、低コストのアノード材料を、文字どお
り「粉々にする」ことによって、シリコン製のリチウムイオン技術を改善させた。
ライス大学のエンジニア Sibani
Lisa Biswal 氏 と 研 究 専 門 科 学 者
Madhuri Thakur 氏が率いる研究チ
ームは科学雑誌 Nature のオープン
アクセス版 Scientific Reports に、充
放電容量 1000mAh/g(1 グラムあたり
ミリアンペア時)で 600 回の充放電サ
イクルを容易に達成できる、シリコン
製アノード(蓄電池のマイナス極)の
製造に関するレポートを発表した。こ
れは、グラファイト製アノードの充放
電容量 350mAh/g を超える目覚まし
い進歩である。

ライス大学の研究者 Madhuri Thakur 氏(左)と Sibani Lisa
Biswal 氏(右)がアノードをテストしている様子。このアノ
ードは集電板の上に塗布でき、既存のリチウムイオン蓄電
池に使用されているグラファイト製アノードの 10 倍のリ
チウム量を保持することのできる多孔質シリコンから成
る。耐久充放電サイクルは 600 回超に達する。写真：Jeff
Fitlow

この進歩は、電気自動車のコスト削減および適用拡大に向けた次世代蓄電池の技術分
野に直接取り入れられる。
協力者らによる蓄電池の研究は 4 年前から開始されており、ライス大学の長期的な
Lockheed Martin Advanced Nanotechnology Center of Excellence (ロッキード・マー
ティン高度ナノ技術中核研究拠点：LANCER)を通じた今回の新たな研究は、次の必然
的重要ステップになるとされている。
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「私たちは以前、多孔質のシリコン薄膜の製造に関するレポートを発表しています。
」
と化学・バイオ分子工学(chemical and biomolecular engineering)の准教授 Biswal 氏
は言う。「私たちは薄膜の形状を、既存の蓄電池製造プロセスに容易に導入できる別の
形状に変えようとしていました。Madhuri が多孔質シリコン薄膜を粉々にして微粒子
にしたところ、これが蓄電池製造に容易に受け入れられたのです。
」
既存アノードに一般的に用いられているグラファイトに比べ、シリコンは 10 倍以上
のリチウムイオンを保持できる。しかし、そこには問題がある。完全にリチオ化された
（リチウムが電極材料に加えられた）状態であれば、シリコンの体積は元の 3 倍以上と
なる。この膨張と収縮が繰り返されると、シリコンはすぐに駄目になってしまう。
多くの研究者たちが、蓄電池用
により最適化されたシリコンの製
造に取り組んでいる。ライス大学
や他機関の研究者たちが体積に対
する高い表面比率を持つナノ構造
シリコンを製造しており、この構
造によってシリコンの体積が大き
く拡張する分を収容できる。レポ
ートの主著者 Biswal 氏、共著者で
ライス大学とロッキード・マーティン研究所は、耐久性の
あるパワフルなリチウムイオン蓄電池を実現させる、多孔
質シリコン微粒子を製造した。右の薬瓶に入った 50mg の
微粒子は、左の薬瓶に入った同量の粉末シリコンよりも表
面積が広い。写真：Jeff Fitlow

あり化学・バイオ分子工学部およ
び化学部の教授である Thakur 氏
と Michael Wong 氏の 3 名は、こ
れと違うアプローチを試みた。つ
まり、シリコンウェハーに細孔の

エッチングを施し、材料が拡張できる余裕を持たせた。彼らは今年の前半までで、より
見込みのあるスポンジ状シリコン薄膜の製造へと研究を進めている。
こうした薄膜であっても、製造面で問題を抱えていると Thakur 氏は言う。「扱いは
簡単ではないし、スケールアップも難しいです。」しかし、スポンジ状のシリコンを多
孔質の粒に砕くことで、材料にリチウムイオンを吸収させるための表面積をさらに広く
持たせることができる。
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Biswal 氏が手に持つ 2 つの薬瓶のうち、片方には 50mg の粉砕されたシリコンが、
もう片方には 50mg の多孔質シリコン微粒子が入っている。双方の違いは明らかである。
「私たちの作った材料の表面積はグラムあたり 46m2 です。
」と彼女は言う。
「粉砕され
たシリコンはグラム当たり 0.71m2 です。つまり私たちが作った(多孔質のシリコン微)
粒子の表面積は 50 倍超であり、これがリチオ化のための広い表面積と、拡張分を収容
する大きい空きスペースになるのです。」多孔質シリコン微粒子は、熱分解されたポリ
アクリロニトリル(pyrolyzed polyacrylonitrile:PAN)という結合材と混ぜ合わされる。
この結合材によって電導性と構造
維持力が与えられる。
「微粒子なら、産業における大
規模 roll-to-roll プロセスに使用で
きます。
」と Thakur 氏は言う。
「こ
の材料は合成方法がとてもシンプ
ルで、コスト効率も良く、多数の
充放電サイクルに渡って高いエネ
ルギー容量を与えます。
」
「この研究により、内部の細孔
と外部のシリコン粒子サイズを調
整できることが、いかに重要で有
益であるかが明示されています。」
と Wong 氏は言う。

熱分解されたポリアクリロニトリルと混ぜ合わされた多孔質
シリコン微粒子が、耐久性のあるリチウムイオン蓄電池用の
アノードの基礎となる。ライス大学にて微粒子を使って開発
されたアノードは、ラボ試験で 600 回超の充放電サイクルに
達した。

最近の研究で、Thakur 氏は対電極としてリチウム金属を用いた蓄電池の半電池を考
案し、アノードの(充放電)容量を 1,000mAh/g に調整した。これは理論容量のわずか約
1/3 であるが、現行の蓄電池より 3 倍優れた性能である。当該アノードは充電レート
C/2(充電 2 時間、放電 2 時間)下で、600 回の充放電サイクルに耐久性を示した。また
別のアノードを充電レート C/5(充電 5 時間、放電 5 時間)下で同サイクルを続けた場合、
1,000mAh/g で 700 回超のサイクルに耐えると見込まれている。
「今回のライス大学とロッキード・マーティン社 Mission Systems and Sensors 部
門の間での試みによってシリコンアノード材料の安価な製造技術が開発されたことで、
蓄電池技術に重要な改善がもたらされるでしょう。」と同社 LANCER で研究を行う特
別研究員 Steven Sinsabaugh 氏は言う。彼は当該研究に関するレポートを、ロッキー
ド・マーティン社の研究者 Mark Isaacson 氏と共著している。
「今回のブレークスルー
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は本当に喜ばしいもので、この技術が商業市場へと推移していくのを楽しみにしていま
す。」
「次のステップは、この多孔質シリコン微粒子を完全な蓄電池のアノードとしてテス
トすることです。
」と Biswal 氏は言う。「カソード材料に酸化コバルトを使用したテス
トの暫定結果は非常に見込みのあるもので、今後研究していきたい新たなカソード材料
もあります。
」

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 望月 麻衣）
出典：本資料は、米国ライス大学の以下の記事を翻訳したものである。
“Rice team boosts silicon-based batteries”
http://news.rice.edu/2012/11/01/rice-team-boosts-silicon-based-batteries-2/
(Used with permission of the Rice University)
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(1091-9)
【新エネルギー(バイオマス)】

コルダイト

生物学的発酵と化学触媒の組合せ

仮訳

バイオ燃料には爆発的(驚異的)な価値がある（米国）
ローレンスバークレー国立研究所が昔ながらの爆薬生産発酵技術と
新しい化学触媒を組み合わせてバイオ燃料生産を強化する
2012 年 11 月 8 日
弾丸や大砲の砲弾の火薬に取って代わっ
た爆発推進剤であるコルダイトを作る発酵
技術を、先進的なバイオ燃料生産に活用で
きる有力な新しい可能性が発見された。米
エ ネ ル ギ ー 省 (Department of Energy:
DOE)下のローレンスバークレー国立研究
所（バークレーラボ）(Lawrence Barkley
National Laboratory: LBNL)とカリフォ
（Ctrl+クリックで画像を拡大）第一次世界大戦で弾
丸や砲弾用コルダイトの製造に使用された発酵プロ
セスを新たに活用して先進的バイオ燃料生産が可
能に。

ルニア大学(University of California:UC)
バークレー校の共同研究で、木質バイオマ
スからのアセトン、ブタノール、エタノー
ルの生産が、ある金属触媒の追加によりガ

ソリン、ディーゼル油、ジェット燃料の大量生産へと選択的にアップグレードできる可能
性を発見した。
バークレーラボの研究者らはクロストリジウム・アセトブチリウム菌(Clostridium

acetobutylicum)を使って、バイオマス中の糖類を溶媒のアセトン、アルコールのブタノー
ルおよびエタノール(まとめて「ABE」発酵として知られる)へと発酵させた。その後、炭
素数の低いこれらの生産物を、遷移金属のパラジウムの触媒作用により、前述の主要な 3
種類の輸送燃料分子への可能な先駆物質となる高分子量炭化水素へと変化させた。ガソリ
ン、ディーゼル油、ジェット燃料のうち、生産される燃料分子の種類は、ABE がパラジウ
ム触媒に留まった時間によって決定される。
「ABE 発酵生産物を触媒でアップグレードすることにより、高効率な代謝経路を利用し
て輸送燃料先駆物質の理論的収量をほぼ達成することができました。」
とバークレーラボと
UC バークレー校の両組織で兼務している化学者である Dean Toste 氏は述べ、以下のよう
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に続ける。
「この技術で、16 ポンドの木質系バイオマス由来の糖類から約 1 ガロンの燃料
を得ることができます。
」
Tote 氏は、Nature 誌に掲載された論文「Integration of chemical catalysis with
extratctive fermentation to produce fuels 」 の 責 任 著 書 で あ る 。 ま た Pazhamalai
Anbarasan 氏, Zachary Baer 氏, Sanil Sreekumar 氏, Elad Gross 氏, Joseph Binder 氏,
Harvey Blanch 氏および Douglas Clark 氏が共同著者である。この研究は UC バークレー
校、バークレーラボ、イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校(University of Illinois at
Urbana Champaign: UIUC)の間の共同パートナーシップである Energy Biosciences
Institute (EBI)により支援された。EBI は BP energy corporation により資金供与されて
いる。
クロストリジウム・アセトブチリウム菌は、デ
ンプンの ABE 発酵にこの菌を初めて使用した化
学 者 で あ る Chaim Weizmann 氏 に 因 み 、
Weizman（ワイツマン）菌としても知られている。
この菌は、英国がコルダイトの生産のためアセト
ンの発酵に、第一次世界大戦中多く使用されるよ
うになった。C・アセトブチリウム菌と ABE 発酵
プロセスは、より安価な石油ベースのプロセスと
（Ctrl+クリックで画像を拡大）左から：
Harvey Blanch 氏、Dean Toste 氏、
Douglas Clark 氏はリサーチチームを率い
て生物発酵と化学触媒作用を合わせ、単一
炭素鎖を燃料分子へとアップグレードさせ
た。（写真：Roy Kaltschmidt 氏）

代替される 1950 年代まで広く利用された。
化石燃料を燃焼した結果、大気中へと過度の炭
素が放出されることへの懸念の高まりに伴い、輸
送用エネルギーのための先進的バイオ燃料開発の
新たな科学的取り組みが実施されている。草や他

の非食用植物など木質系バイオマスの糖類から合成され、持続的に生産される先進的なバ
イオ燃料は、大気中に余分な炭素を放出しないカーボン・ニュートラルと成りうる。また、
再生可能で汚染源とならず、国内雇用と収入の大きな源泉にもなるだろう。さらに、トウ
モロコシのデンプンやサトウキビから作られたエタノールとは異なり、先進的なバイオ燃
料は、その開発が成功しコスト効率良く生産することができれば、性能への影響無く車輌
に使用することや、インフラにおいて何の改良無く利用することが可能と考えられる。
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「大変旧式な発酵プロセスを、新しいエンジニア
リングと化学と共に使用するという、ある意味で時
間 を 後 戻 り し た 研 究 で す 。」 と 論 文 共 同 著 書 の
Blanch 氏は述べる。同氏はバイオ燃料研究におけ
る第一人者の一人であり、バークレーラボと UC バ
ークレーの両組織にて兼務している。
「先進的なバイ
オ燃料を生産するための微生物のエンジニアリング
においてある程度の進展はありましたが、これまで
の生産量、つまりその溶液の成分濃度については大
変限定されたものでした。微生物生産と化学触媒作
用を組み合わせたハイブリッドな方法が、先進的な

（Ctrl+クリックで画像を拡大）
クロストリジウム・アセトブチリウム菌は
バイオマスの糖を、まとめて「ABE」とし
て知られる溶剤のアセトン、アルコール
のブタノールおよびエタノールへと発酵
させる。その後これらの単炭素はパラジ
ウム触媒によりガソリン、ディーゼル油、
ジェット燃料の前駆物質となる。

バイオ燃料をより効率的に生産する経路を提供する
でしょう。
」と同氏は続ける。
クロストリジウム・アセトブチリウム菌による発酵では、イーストが葡萄の糖類をワイ
ンに、またホップをビールに発酵させるのと同様に、木質バイオマスの糖類をアセトン、
n-ブタノール、エタノールに、それぞれ 3:6:1 の比率で発酵させる。輸送用エネルギーの
観点から、炭素鎖がそれぞれ 2 つのエタノール、3 つのアセトン、4 つのブタノールはガ
ソリンの添加物として主に有用である。しかし、アルコールとアセトンの混合物の生産に
より、ガソリン、ディーゼル油、ジェット燃料のより長い炭化水素鎖を作ることができる。
「この技術のキーとなるものは、クロストリジウム・アセトブチリウム菌のアセトンを
生産する能力です。
」と Tote 氏は述べ、こう続ける。
「アセトンは、ABE 発酵で生産され
るアルコールと炭素結合を作りやすい、求核性のα炭素を持っています。
」
アルキル化と呼ばれるプロセス、つまりこれらの短い炭素鎖の集結(ビルドアップ)を長
い炭素鎖の燃料へと触媒作用で変換させるために、Tote 氏と共同著者らは、事実上すべて
の化学的産業製造プロセスの始動に利用された近代産業の役馬である、遷移金属触媒を多
種にわたって試した。その結果、パラジウムが最適な触媒であることがわかった。
「第一の反応炉では、グリセリルトリブチレートなどの高沸点の抽出剤を使って発酵培
養液から低沸点の ABE 生産物を取り除きます。
」と Toste 氏は述べ、次のように続ける。
「これにより有機体から有毒成分が取り除かれ、第二反応炉で起こる高い ABE 収率と化
学触媒のためのクリーンな生産物が可能になります。炭素に対しパラジウムが最適な触媒
であることを発見する一方で、それを超える可能性のある他の遷移金属を特定しました。
」
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Toste 氏は、同氏と同僚研究者らが論文で説明しているインタラクティブな生物学的・
化学的なアプローチは、規模の拡大および商業的な規模での実施が比較的容易であると考
えている。
「ABE 発酵プロセスは、約 1 世紀前に確立され規模が拡大されました。化学的な部分は規
模（の拡大）に関しては実証が十分でない一方で、現代の工業化学の頼みの綱である不均
一触媒に頼っています。
」と同氏は指摘する。
Teste 氏は、生物学的発酵と化学触媒の組合せは、木質系バイオマスの輸送用燃料への
転換を超えた応用の重要な可能性を持っており、技術を実現化する有力で新たなツールと
成りうると考えている。
「今日の技術の多くが、発酵か化学触媒のいずれかに依存しています。触媒のネットワ
ークが関与した統合的な発酵プロセスを確立するという考えは、大変エキサイティングな
展望です。
」と同氏は続ける。
また、共同著者である Blanch 氏は次のように述べる。
「化学と発酵技術の統合は、両分
野の最高の部分を十分に活かす、有益な方法です。Nature に掲載された私たちの論文で
説明している化学は、分子間で新しい炭素間結合が形成され、水素化の必要性無しに酸素
が除外されるため、エキサイティングなのです。この結果、大変高い収率となります。」
本研究は、Energy Biosciences Institute により資金供与された。
###
ローレンスバークレー国立研究所では、持続可能なエネルギーの促進、人々の健康の保
護、新材料の開発、そして宇宙の起源や行方の解明により、世界で最重要とされる科学的
課題に取り組んでいる。1931 年の創設以来、バークレー研究所の科学的専門性は 13 件の
ノーベル賞により評価されている。カリフォルニア大学は DOE の科学局を管理している。
詳しくはウェブサイト www.lbl.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、Lawrence Berkeley National Laboratory の以下の記事を翻訳したもの
である。
“More Bang for the Biofuel Buck”
（http://newscenter.lbl.gov/news-releases/2012/11/08/more-bang-for-the-biofuel-buck/）
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(1091-10)
【研究開発（革新的エネルギー技術開発）】 先進的燃料 先進的車輌デザインや材料

ビルのエネルギー効率 CO2 の捕捉 グリッドの近代化 再生可能エネルギー発電
エネルギー貯蔵

仮訳

ARPA-Eがトランスフォーマティブな66件のエネルギー技術開発
プロジェクトに1億3000万ドルの資金を提供（米国）
2012年11月28日

ワシントン－本日、エネルギー長官スティーブン・チュー氏は、「OPEN2012」プ
ログラムを通じて、エネルギー省のエネルギー高等研究計画局（ARPA-E）によって選
ばれた 66 件の最先端研究プロジェクトに、総額 1 億 3000 万ドルの資金提供を行った
と発表した。ARPA-E は、民間での投資としては時期尚早だが基礎的な技術的見込みが
ありトランスフォーマティブでブレークスルーな技術を探し求めている。これらのプロ
ジェクトは、エネルギー技術においてブレークスルーを生み出し、全く新しい産業を形
作り、大きな商業的インパクトを与える可能性を持っている。選ばれたプロジェクトは
24 州、11 の技術領域に亘り、米国の最も差し迫ったエネルギー問題の解決のためにオ
バマ政権の all-of-the-above(利用し得るすべての資源を使った)アプローチをサポート
する。

「ARPA-E とすべてのエネルギー省の研究開発の努力をして、今の世代のエネルギー
問題を解決するために、我が国のトップ大学、研究所、企業に最も優れた知性を引きつ
ける決意です。」とチュー氏は語った。
「今日選ばれた 66 件のプロジェクトは ARPA-E
の真のミッションを表したものです。最も革新的な技術の開発をサポートし、アメリカ
のエネルギーの未来のために可能性のある変革をめざし、バットを思いっきり振って、
ホームランを狙うのです。」

「OPEN2012」プロジェクトは、先進的燃料、先進的車輌の設計や材料、ビルのエ
ネルギー効率、CO2 の捕捉、グリッドの近代化、再生可能エネルギー発電、エネルギー
貯蔵等、幅広い技術に焦点を当てていく予定である。プロジェクトは何千もの概念論文、
何百もの本格申請の中から、成果主義に基づくプロセスを経て選ばれたもので、24 の
州に拠点をもち、約 47%が大学、29%が中小企業、15%が大企業、7.5%が国立研究所、
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1.5%が非営利団体により運営される。今日の発表により、ARPA-E のプロジェクトポ
ートフォリオは、全体で約 285 プロジェクト、総額約７億 7700 万ドルに資金提供され
たことになる。

ARPA-E の最初の資金提供の場であった「OPEN 2009」は、３年前、同じくトラン
スフォーマティブなエネルギー技術による問題解決のために、アメリカのトップ科学者
やエンジニアへのオープンコールとして公表された。ARPA-E によって以前選ばれたプ
ロジェクトには、既に大きな進歩を遂げているものもある。その中には、電気自動車業
界に大変革を起こすであろう世界初の 400Wh/kg リチウムイオン電池の実証や、ジェ
ットエンジンの設計から着想を得た、同じサイズとコストで従来のタービンより 300%
も多くの電力を供給できる風力タービンの建設、従来型のドリル技術と比べて 10 倍も
経済的になった、硬い岩石層を長距離貫通可能な高出力レーザードリルシステムの設計
が含まれる。

今日発表されたすべてのプロジェクトはここからアクセス可能である。以下に新しい
プロジェクトの例をあげておく。

Electron Energy 社、Landisville、ペンシルバニア州 ($2,904,000) –高性能磁石の改良
製造
Electron Energy 社は摩擦圧密押出法をもとに、現在使用されているものより高強度
で低コストの永久磁石を製造する技術を開発する。もし成功すれば、この技術により、
風力タービン発電機や電気自動車のモーターといった成長市場に、現在使用されている
輸入レアアースと比べて高性能な代替材料を提供できるようになる。

Grid Logic 社、Lapeer、ミシガン州 ($3,800,000)－低コスト、高温超電導ワイヤー
Grid Logic 社は、電力活用のために低コストで革新的な超電導線を開発する。新し
い製造技術を使って、超電導を誘導するために非常に微細な超電導粒子を金属化合物の
内部に埋め込む。この超電導線により送電線、風力タービンのモーター及び他の電気機
器のコストの削減が可能となる。

ノースダコタ大学、Grand Forks、ノースダコタ州 ($472,586)－今までにない発電所用
乾式冷却技術
ノースダコタ大学エネルギー環境研究所は、環境への影響を低くしつつ、発電中に水
と発電の効率を維持するのに役立つ発電用空冷機器を開発する。ノースダコタ大学の機
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器では、発電を冷却する水蒸気を保持又は放出する空冷用吸着液を使うことで、最低限
の水の損失で効率的な発電が可能になるとしている。

翻訳：NEDO（担当

総務企画部

勝本

智子）

出典：本資料は、U.S. Department of Energyの以下の記事を翻訳したものである。
“ARPA-E awards $130 million for 66 transformational energy technology projects”
http://energy.gov/articles/arpa-e-awards-130-million-66-transformational-energy-techn
ology-projects
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(1091-10-(1))
【研究開発（革新的エネルギー技術開発）】
仮訳

ARPA-E(DOE エネルギー高等研究計画局)選定プロジェクト－技術概要リスト
公表日：

2012 年 11 月 28 日*（変更あり）

最終更新日：

2012 年 11 月 28 日*（変更あり）

以下に掲載するプロジェクトが助成金の交付交渉対象に選定された。最終的な助成額は記載
内容と異なる場合がある。

ARPA‑E(DOE エネルギー高等研究計画局)選定プロジェクト－技術概要リスト
資金提供公募 – 先進的（新）燃料
研究チーム

助成金額

所在地（都市、州）

プロジェクトタイトルと概要

Allylix, Inc.

$4,499,256

Lexington, KY

バイオマス由来の高エネルギー密度航空燃料

(レキシントン、
Allylix社のプロジェクトチームは、高性能液体航空

ケンタッキー州)

燃料としてのエネルギー高密度のテルペンを開発す
る。このテルペンベース燃料のエネルギー密度は、
航続距離を20%まで延ばし、既存の石油系燃料の性
能を超える可能性を持つ。
Bio2Electric,
LLC

$601,909

Princeton, NJ

電力および燃料へのメタンの転換

（プリンストン、
ニュージャージー

Bio2Electric 社は、先進的な触媒を用いた燃料電池
技術を組み合わせて天然ガスを液体輸送燃料に転換

州）

する小規模な反応炉を開発する。従来の大規模な天
然ガスの液体燃料化反応炉では、廃熱が出てプロセ
スのエネルギー効率を減少させているが、開発予定
の反応炉では燃料生産の副産物として発電する。こ
の反応炉が成功すれば、液体燃料だけでなく電力も
供給するために遠隔地での展開も可能とし、地理的
に孤立する天然ガス埋蔵地での有用性を向上させ
る。

∗

掲載されたプロジェクトが助成金の交付交渉対象に選定された。最終的な助成額は記載内容と異なる場合がある。
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研究チーム
Ceramatec, Inc.

助成金額

所在地（都市、州）

プロジェクトタイトルと概要

$1,734,665

Salt Lake City, UT

リモート化学変換のための天然ガス反応炉

（ソルトレイクシテ
Ceramatec社は、ワンステップで天然ガスを輸送可

ィー、ユタ州）

能な液体に転換する小規模の膜反応炉を開発する。
遠隔地にある油井の多くは、貯蔵や輸送が経済的で
ないため、副産物の天然ガスを燃やしている。この
ような天然ガスには米国の年間発電量の約20%に相
当するエネルギーが含まれている(全世界では5千兆
BTU)。このエネルギーを捕獲することにより、廃棄
物と温暖化ガス排出の両方を減少させ、現在廃棄さ
れている天然ガスを、市場に輸送が可能な有用化学
物質へと転換するために遠隔地で利用できる。
Colorado State

$2,090,000

University

Fort Collins, CO

遺伝子組み換えバイオエネルギー作物の

（フォートコリン

生産向上のための合成遺伝子回路

ズ、
コロラド州立大学の研究者らは、現在組み換えが不

コロラド州）

可能な新しい遺伝属性を作物に急速に導入するシス
テムを開発する。この技術が成功すれば、バイオ燃
料生産用の植物のバラエティを増やすことが可能と
なる。
Cornell
University

$910,000

Ithaca, NY

高密度藻類燃料反応炉

（イサカ、
ニューヨーク州）

コーネル大学は、藻類燃料生産に使用する太陽光を
より効率的に分配する小型の反応炉を開発する。小
型の反応炉は、人工藻類の育成と藻類から生産する
燃料の収集の経済性を高める。この反応炉は、低コ
ストの樹脂製光誘導シートを通して太陽光を供給
し、微細な多孔質チューブを通して燃料を収集する。
コーネル大の設計は、最適な量の太陽光の分配によ
り、従来の藻類反応炉に比べ効率性を向上させて水
の使用料を減少させる。

∗

掲載されたプロジェクトが助成金の交付交渉対象に選定された。最終的な助成額は記載内容と異なる場合がある。
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研究チーム
Gas Technology

助成金額
$772,899

Institute

所在地（都市、州）

プロジェクトタイトルと概要

Des Plaines, IL

メタンからメタノール燃料への

(デスプレーンズ、

転換：低温プロセス

イリノイ州）
Gas Technology Institute (GTI)は、天然ガスをメタ
ノールと水素に転換する新たなプロセスを開発す
る。天然ガスから液体燃料を生産する現在の方法で
は、エネルギーを大量に消費する大規模で高コスト
な設備を要する。GTIのプロセスでは、蓄電池と同
様に、反応炉で継続して再生される金属酸化物触媒
を利用する。このプロセスは室温での運転が可能で、
既存の技術に比べてエネルギー効率に優れ大きな資
本を必要としない。
Massachusetts

$547,289

Cambridge, MA

天然ガスの液体燃料への転換用小型・

Institute of

（ケンブリッジ、

高効率改質装置

Technology (MIT)

マサチューセッツ
マサチューセッツ工科大学(MIT)は、天然ガス用の小

州）

型の改質装置を開発する。改質装置は、天然ガスか
ら液体への転換の商業プロセスの最初のステップで
ある合成ガスを生産する。遠隔地での利用には大規
模すぎる他のシステムとは異なり、MIT の改質装置
は小規模な遠隔地の天然ガス源に利用できる。
Plant Sensory
Systems

$1,800,000

Baltimore, MD

高生産・低原料のエネルギー生産用ビートの

（バルチモア、

開発

メリーランド州）
Plant Sensory Systems 社は、最適化されたバイオ
燃料生産のために強化エネルギービート(カエンサ
イ)を開発する。これらのビートは堆肥や水をより効
率的に利用して既存の作物よりも高レベルの発酵性
糖を生産できるよう育成される。この新たな作物の
開発が成功すれば、現在の食用糖との競合無く生産
コストが低減されバイオ燃料の生産量は増加する。

∗

掲載されたプロジェクトが助成金の交付交渉対象に選定された。最終的な助成額は記載内容と異なる場合がある。
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研究チーム

助成金額

所在地（都市、州）

プロジェクトタイトルと概要

Pratt &

$3,796,189

Canoga Park, CA

超低コストガソリン用ターボペルオキシダーゼ

Whitney,

（カノガパーク、

Rocketdyne

カリフォルニア州）

Pratt & Whitney Rocketdyne 社は、天然ガスの液体燃
料への転換を向上させるシステムを開発する。このアプ
ローチでは、天然ガスを燃料とするガスタービンの高温
高圧燃焼器下で天然ガスを一部酸化し、液体燃料への転
換を促進する。このアプローチでは同時にガスの燃料お
よび化学物質への転換効率を向上し、プロセス中で発電
することも可能となる。

University of

$380,000

Colorado

Boulder, CO

天然ガスから液体燃料を生産する原子層蒸着

（ボールダー、
コロラド州）

コロラド大学ボールダー校は、ナノテクノロジーを利用
して天然ガスの液体燃料化触媒の構造を向上し、現在の
触媒に比べて表面積を拡大して熱伝達を向上する。この
触媒の新しい構造は、遠隔地の天然ガス源に建設する天
然ガスを液体燃料に転換する小規模反応炉の製造に使
用される。

University of

$1,816,239

Minnesota

Minneapolis, MN

フレキシブルな分子ふるい(ふるいによる分離)膜

（ミネアポリス、
ミネソタ州）

ミネソタ大学は、バイオ燃料、樹脂、他の工業原料の生
産を向上させる超薄型の分離膜を開発する。現在の分離
方法は、エネルギー大量消費型で高コストである。産業
においてこの新しい膜の利用に成功すれば、米国のエネ
ルギー消費を 3%削減することが可能となる。

University of

$441,747

Tennessee

Knoxville, TN

バイオ燃料用細胞壁遺伝子の迅速評価のための

（ノックスビル、

形質転換性単細胞株

テネシー州）
テネシー大学は、スイッチグラスの生産向上のための遺
伝子操作と形質テストを可能とする技術を開発する。こ
れにより、バイオ燃料生産を最大化するためのスイッチ
グラスの育成に必要な時間の大幅な短縮が可能となる。
University of
Washington

$4,000,000

Seattle, WA

天然ガスからのディーゼル燃料への小規模転換用

（シアトル、

バイオ触媒

ワシントン州）
ワシントン大学は、天然ガス中のメタンを液体ディーゼ
ル燃料へと転換する微生物を開発する。この微生物は、
小規模な事業での導入には高コストな現在の方法より
も低コストで小規模な天然ガスの液体燃料転換を可能
にする。小規模な転換技術は豊富にある国産の天然ガス
資源を利用し、米国の他国への石油依存を軽減する。
∗

掲載されたプロジェクトが助成金の交付交渉対象に選定された。最終的な助成額は記載内容と異なる場合がある。
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ARPA‑E(DOE エネルギー高等研究計画局)選定プロジェクト－技術概要リスト
資金提供公募 – 先進的(新)車輌の設計・材料
研究チーム

助成金額

所在地（都市、州）

プロジェクトタイトルと概要

Electron

$2,904,000

Landisville, PA

高性能磁石の製造改良

Energy

（ランディスビル、

Corporation

ペンシルバニア州）

Electron Energy Corporation社は、摩擦圧密押出法
（friction consolidation extrusion process）に基づい
た、従来よりも強力で低コスト永久磁石の製造技術を開
発する。開発に成功すれば、成長市場にある風力タービ
ン発電機と電気自動車のモーターに現在使用されてい
る輸入レアアースの高性能な代替材料を提供できる。

United

$2,699,970

East Hartford, CT

Technologies

（イーストハート

Research

フォード、コネチカ

Center

ット州）

最適化された超高効率電気機械の積層造形
United Technologies Research Center は、積層造形
(additive manufacturing)を利用して自動車用の超高
効率電気モーターを開発する。積層造形では、ワイヤー
を巻く代わりに、レーザーを用いて銅とインシューレー
ション層ごとに蒸着する。これにより電力消費量とレア
アースの使用量を低減する。この事業ではまた、エネル
ギーシステムへの積層造形の幅広い利用を検討する。

∗

掲載されたプロジェクトが助成金の交付交渉対象に選定された。最終的な助成額は記載内容と異なる場合がある。
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ARPA‑E(DOE エネルギー高等研究計画局)選定プロジェクト－技術概要リスト
資金提供公募 –建築物省エネ化
研究チーム

助成金額

所在地（都市、州）

プロジェクトタイトルと概要

Lawrence

$3,000,000

Berkeley, CA

熱・光用低コストスマートウィンドウ塗料

Berkeley

(バークレー、

National

カリフォルニア州)

ローレンスバークレー国立研究所(LBNL)は、ビルの窓
から差し込む熱と光をコントロールする低コストの塗

Laboratory

料を開発する。赤外線(熱)と可視光線とを個別にブロッ
クすることにより、ビルのエネルギー効率と入居者の快
適さを向上させる。この塗料は、車のスプレーペイント
と同様な安価な方法を使って窓に塗布できる。
Lawrence

$1,940,719

Berkeley, CA

エネルギー効率化のための既存のビル建築物の

Berkley

（バークレー、

自動モデリングとシミュレーション

National

カリフォルニア州）
LBNL は、ビル屋内の熱・物理的地図を高速で作成す

Laboratory

るセンサーとコンピューターハードウェアのポータブ
ルシステムを開発する。このマッピング技術により、熱
損失とビルの非効率性のコスト効率の良い評価が可能
となる。このシステムは、ビルのエネルギー消費量を低
減する方法をガイドして、高速データ収集と既存のコン
ピューターモデルへのデータ転送を可能とする。
Stanford
University

$399,901

Palo Alto, CA

光放射日中用冷却デバイス

（パロアルト、
カリフォルニア州）

スタンフォード大学は、太陽が出ていてもパッシブ・ク
ーリング(受動冷却)を可能にする、太陽光を反射して熱
を逃がすビルの屋上と車輌用の冷却デバイス（塗料）を
開発する。このデバイスは、電力を不要とし、エアコン
の必要性も低減させて省エネ・低コストを可能にする。

∗

掲載されたプロジェクトが助成金の交付交渉対象に選定された。最終的な助成額は記載内容と異なる場合がある。
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ARPA‑E(DOE エネルギー高等研究計画局)選定プロジェクト－技術概要リスト
資金提供公募 – 炭素貯留
研究チーム

助成金額

所在地（都市、州）

プロジェクトタイトルと概要

Arizona State

$612,131

Tempe, AZ

エネルギー効率の高い二酸化炭素の電気化学的

（タンパ、

回収と放出

University

アリゾナ州）
アリゾナ州立大学は、発電所から放出されるCO2を回収
するイノベーティブな電気化学的技術を開発する。この
技術では、現在の技術に比してエネルギー消費量とコス
トを半減することを目標としている。
Dioxide

$3,997,437

Champaign, IL

Materials,

（シャンペーン、

Inc.

イリノイ州）

二酸化炭素の燃料への効率的な電気化学的転換
Dioxide Materials 社は、発電所から放出される CO2
を電気化学的に処理し、輸送用燃料と工業用化学物資を
生産する技術を開発する。同社のアプローチにより、転
換効率が向上し、エネルギー消費量が低減されてコスト
と温暖化ガス排出量が低減され、米国の外国への石油輸
入依存も低減する。

University of

$3,000,000

Lowell, MA

Massachusett

（ローウェル、

s, Lowell

マサチューセッツ
州）

プラズモニック強化光触媒
マサチューセッツ大学(ローエル校)は、太陽光、CO2、
水を燃料に転換する金属触媒を開発する。この触媒の微
細な形状は、太陽光が化学反応を起こすように焦点を合
わせて輸送燃料の先駆体を作る。このプロセスが成功す
れば化石燃料の輸入と CO2 純排出量を低減することが
できる。

University of
Pittsburgh

$2,400,000

Pittsburgh, PA

石油増産回収技術(EOR)と破砕用粘度増加

（ピッツバーグ、

二酸化炭素

ペンシルバニア州）
ピッツバーグ大学は、液体二酸化炭素の粘度を高める化
合物を開発する。このように粘度が増加したCO2化合物
は、EORのパフォーマンスを高め、油井やガス井の水
圧破砕に使用する水の代替となる可能性を持つ。

∗

掲載されたプロジェクトが助成金の交付交渉対象に選定された。最終的な助成額は記載内容と異なる場合がある。
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ARPA‑E(DOE エネルギー高等研究計画局)選定プロジェクト－技術概要リスト
資金提供公募 – 送電網の近代化
研究チーム

助成金額

所在地（都市、州）

プロジェクトタイトルと概要

Board of Trustees

$1,500,000

Champaign, IL

スマート・グリッド用サイバーモデルと

of the University of

(シャペーン、

分析

Illinois

イリノイ州）
イリノイ大学アーバナ・シャペーン校は、サイ
バー攻撃の最中の送電網の弾力性と信頼性を
向上させるため、送電網モデルと監視、分析ツ
ールを開発する。電力インフラモデルは、送電
網インフラへの障害や悪意のある脅迫による
インパクトを分析するため、サイバー分析と組
み合わせて用いられる。これらのツールや分析
により、信頼性や効率性が高まり、再生可能技
術の展開が促進されるだろう。

GE Global

$4,071,019

Niskayuna, NY

HVDV 送電用高圧・高出力ガス管技術

(ニスカユナ、

Research

ニューヨーク州)

GE グローバル・リサーチ社は、高圧(DC)送電
線用の新しい電力スイッチング技術を開発す
る。現行では、電力は高圧で機能する複数の機
器を必要とするシリコン製のスイッチを使っ
て送電されている。同社の頑丈なガスベースの
スイッチの開発により、送電インフラのコスト
が削減され、送電網の信頼性が向上し、再生可
能技術の展開が促進されるだろう。

Grid Logic,
Incorporated

$3,800,000

Lapeer, MI

低コスト、高温超電導ワイヤー

(ラピア、ミシガン
Grid Logic 社は、電力ユーティリティーのため

州)

の低コストで革新的な超電導線を開発する。新
しい製造技術を使って、超電導を誘発するため
に非常に微細な超電導粒子を金属化合物の内
部に埋め込む。この超電導線により送電線、風
力発電機のモーター及び他の電気機器のコス
トの削減が可能となる。

∗

掲載されたプロジェクトが助成金の交付交渉対象に選定された。最終的な助成額は記載内容と異なる場合がある。
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研究チーム

助成金額

所在地（都市、州）

プロジェクトタイトルと概要

Hexatech, Inc.

$2,207,327

Morrisville,NC

高電圧パワーエレクトロニクス用

（モリスビル、

窒化アルミニウムベースの機器

ノースカロライナ
州）

Hexatech 社は、高圧電線を流れる電流をより
効率的に管理するための新しいスイッチを開
発する。この技術では、現在使用されている素
材のパフォーマンスを上回る新素材を使用す
ることで、より小型で信頼性の高い機器を作り
出すことが可能になる。これらの機器を導入す
ることにより、全体での送電網の安全性と信頼
性が高まるだけでなく、送電コストも減少する
だろう。

Pacific Northwest

$1,600,033

Richland,WA

National

(リッチランド、

Laboratory

ワシントン州)

送電の渋滞管理用無線メソッド

Pacific Northwest 国立研究所は送電網の送電
線をより効率的に使うための高性能コンピュ
ーティング・アルゴリズムとソフトウェアを開
発する。このソフトウェアは、既存の送電線の
未使用の容量を分析することで、既存の電力イ
ンフラの効率を 30%向上させ、コストのかかる
送電線を建設する必要をなくすだろう。

RamGoss, Inc.

$1,225,000

Boston,MA

高性能窒化ガリウムトランジスタの開発

(ボストン、
マサチューセッツ

RamGoss社は、高圧電線を流れる電力をより

州)

効率的に管理するための新しいスイッチの開
発に革新的な設計と素材を使用する。同社の革
新的なトランジスタの設計により、パワーエレ
クトロニクスの規模とコストを削減すること
が可能になる。これらの機器を導入すること
で、総合的な送電網の安全性と信頼性が高まる
だけでなく、送電コストも低減するだろう。

∗

掲載されたプロジェクトが助成金の交付交渉対象に選定された。最終的な助成額は記載内容と異なる場合がある。
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研究チーム

助成金額

所在地（都市、州）

プロジェクトタイトルと概要

Rensselaer

$803,908

Rensselaer,NY

スマート・グリッド実用化用高電圧シリコン

Polytechnic

（レンセリア、ニュ

カーバイド（炭化ケイ素・SiC）ベースの

Institute

ーヨーク州）

パワースイッチ

Rensselaer Polytechnic Institute は、新しいタイ
プの高圧送電用シリコン・カーバイド・スイッチ
を開発する。同社の革新的な電力スイッチには、
コンパクトな設計が採用されており、より少ない
材料で高電圧の開閉（スイッチ）が可能になる。
この技術により送電インフラのコストが削減さ
れ、送電網の信頼性が向上し、再生可能技術の展
開が促進されるだろう。
Silicon Power

$4,750,000

Corporation

Malvern,PA

光切替シングルバイアス高周波サイリスタ

（マルヴァーン、
ペンシルバニア州）

Silicon Power 社は、光信号を使って高出力かつ
高圧電力を切り替える半導体デバイスを開発す
る。このデバイスは光をトリガーとして回路ある
いは機械をより迅速に制御し、高電圧の装置の制
御をシンプルにする。主にシリコンを使用する現
行のスイッチ機構と異なり、この機器ではシリコ
ンカーバイドを採用している。このスイッチによ
り、風力や太陽光発電機などの高出力モーターや
再生可能エネルギー技術を向上させることがで
きるだろう。

University of

$4,000,000

Berkeley,CA

配電システムにおけるマイクロ・

California

（バークレー、

シンクロフェーザ (micro-Synchrophasors)

Berkeley /

カリフォルニア州）

California

California

Institute

for

Energy

and

Institute for

Environment は、送電網の配電システムから電力

Energy and

を監視・測定する機器を開発する。これらの機器

Environment

のネットワークから集められたデータが、送電網
の電力フローを監視・制御する新しい能力を提供
し、屋上の太陽光や風力エネルギーのような断続
的な再生可能資源を統括するための不欠な要素
となるだろう。これらの機器が広く普及すれば、
送電網の信頼性も高まるだろう。

∗

掲載されたプロジェクトが助成金の交付交渉対象に選定された。最終的な助成額は記載内容と異なる場合がある。
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ARPA‑E(DOE エネルギー高等研究計画局)選定プロジェクト－技術概要リスト
資金提供公募 – その他
研究チーム

助成金額

所在地（都市、州）

プロジェクトタイトルと概要

Massachusetts

$2,000,000

Cambridge,MA

モジュール式低電力浄水技術

Institute of

(ケンブリッジ、

Technology

マサチューセッツ

マサチューセッツ工科大学(MIT)は、塩分が高い

州)

水用の新しい浄水技術を開発する。このアプロー
チにより、金属や微生物など他の汚染物質も取り
除くことが可能となる。MIT の機器は競合する技
術よりも少ない電力で済むため、採鉱や石油、ガ
スの生産や遠隔地での水処理に大いに活用される
だろう。

Wyss Institute at

$ 2,000,000

Boston,MA

液体パイプラインの揚水エネルギーを削減

Harvard

(ボストン、

するためのよく滑るコーティング

University

マサチューセッツ
州)

ハーバード大学は、摩擦を削減するため、石油や
水のパイプの内部表面用の自己修復型のコーティ
ングを開発する。摩擦を削減することで、最高
50％までエネルギーの使用を減らすことが可能
になる。また、コーティングにより、パイプや船
体への生物の付着を減らすこともできる。

∗

掲載されたプロジェクトが助成金の交付交渉対象に選定された。最終的な助成額は記載内容と異なる場合がある。
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ARPA‑E(DOE エネルギー高等研究計画局)選定プロジェクト－技術概要リスト
資金提供公募 – 再生可能エネルギー
研究チーム

助成金額

所在地（都市、州）

プロジェクトタイトルと概要

National

$800,000

Golden,CO

フォトニック構造を使った有機太陽電池が

Renewable

(ゴールデン、

エネルギーの損失をなくす

Energy

コロラド州)

Laboratory

国立再生可能エネルギー研究所は、太陽光線スペ
クトルのより広い部分をとらえるべく、特別に設
計されたフォトニック構造を使用した低コストの
プラスチック製太陽電池の効率を高めるための新
たなアプローチを開発する。このアプローチによ
り、プラスチック製太陽電池の効率は 3 倍に上が
り、この低コストでクリーンな再生可能電力源の
導入を可能にするだろう。

Brown University

$750,000

Providence,RI

サイバー・フィジカル・システムを使った

（プロビデンス、

海洋流体エネルギー発電

ロードアイランド
州）

ブラウン大学は、川や満潮の内湾の水流からエネ
ルギーをとらえるための水中振動翼を開発する。
水中振動翼は、適応制御ソフトと一体となって発
電を最大にする。ブラウン大学の設計により、流
水からの発電コストを削減することが可能とな
る。

California
Institute of
Technology

$2,400,000

Pasadena,CA

超高効率太陽エネルギー変換用光学機器

（パサディナ、
カリフォルニア州） California Institute of Technology(CalTech) 社
は、太陽光発電の効率性を向上させるために太陽
光に焦点を当て、個々の色の帯に分離する光学機
器を開発する。太陽光が各カラーに分離されると、
CalTech 社のオーダーメイドの太陽電池が分解し
た各カラーのバンドにマッチする。その結果、太
陽エネルギーの全体的な変換効率が劇的に向上す
ることになる。

∗

掲載されたプロジェクトが助成金の交付交渉対象に選定された。最終的な助成額は記載内容と異なる場合がある。
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研究チーム

助成金額

所在地（都市、州）

プロジェクトタイトルと概要

GE Power and

$3,703,184

Schenectady,NY

ぴんと張った布製の風力発電用ブレード

Water

（スケネクタディ、
ニューヨーク州）

今日、風力タービンには、製造にも運搬にも問題
が多い固いグラスファイバーブレードが使用され
ている。GE Power and Water は、フレーム全体
にわたって張力を加えた布を使った風力タービン
ブレードを開発する。この布製のブレードは、セ
クション（プレハブ部品）で製造し、現場で組み
立てることが可能であり、はるかに大規模の風力
タービンを効率よく低コストで建設することがで
きる。

Georgia Institute

$3,700,000

of Technology

Atlanta,GA

捕捉された渦により駆動し、太陽で熱せられ

（アトランタ、

た地表上の空気の層によって維持される

ジョージア）

垂直軸タービンを使った風力発電

Georgia Institute of Technology 社は、太陽によ
って生み出された地表にそった熱風の薄い層をと
らえた風の渦のエネルギーを捕捉する方法を開発
する。
「じん旋風（ダスト・デビル）」は、自然界
でランダムかつ断続的に起きるこの現象の例であ
る。成功すれば、この方法により従来型の風力発
電の 25％以下、太陽光発電の 60％以下のコスト
で発電可能となる。
Glint Photonics,
Inc.

$523,172

Menlo Park, CA

自己追跡型集光型太陽光発電

（メンロパーク、
カリフォルニア州） Glint 社は、太陽の位置に関係なく太陽光を最大
限に捕捉できる太陽集光器を開発する。現在の技
術とは異なり、この集光器は太陽の動きを追尾す
るために複雑な可動部品を必要としない。Glint
社の費用をおさえた設計では、太陽の熱に応じて
自らの位置を調整する流体層の自動光学システム
が使用されている。

∗

掲載されたプロジェクトが助成金の交付交渉対象に選定された。最終的な助成額は記載内容と異なる場合がある。
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研究チーム

助成金額

所在地（都市、州）

プロジェクトタイトルと概要

MicroLink

$3,316,705

Niles, IL

エピタキシャル・リフトオフ法を使用した

（ナイルズ、イリノ

高効率で格子整合した太陽電池

Devices

イ州）
MicroLink Devices 社は、革新的な設計で結晶層
をうまく組み合わせて集光した光を捕捉する高効
率の太陽電池を開発する。これらの電池は、集光
型太陽光発電を改良し太陽光発電プラントで発電
するエネルギー量を増やす。また、同社の洗練さ
れた製造技術により、高価な（結晶）成長テンプ
レート（growth templates）の再利用が可能にな
り、通常高性能太陽電池に付随するコストを最小
限に抑えることができるようになる。
Otherlab, Inc.

$1,600,000

San Francisco, CA

(太陽光)順応型静圧駆動ソーラー・システム

(サンフランシス
コ、

Otherlab 社は、費用をかけずに、小さなミラーを

カリフォルニア州)

使ってソーラータワー上に太陽光を反射させる方
法を開発する。今日使われているミラーの多くは
20-30 フィートの高さがあり、固定し回転させる
にも困難が伴う。同社の低コストプラスチック部
品で作られた静圧ドライバー（伝達機構）により、
小さなエネルギー集積ミラーを正確に配置するこ
とが可能になり、ソーラー・フィールド・コスト
を大幅に削減できる。

Sea Engineering,
Inc.

$343,260

Santa Cruz, CA

費用効率の良い、リアルタイムの波力

(サンタクルーズ、

評価機器

カリフォルニア
Sea Engineering 社は、現在の技術の何分の一か

州))

のコストでリアルタイムの波力データを測定し
て、ワイヤレスで伝達する海洋波力(評価)ブイを
開発する。この機器は、海洋エネルギー変換シス
テムにとって最適な位置と設計をより効率的に評
価し、リアルタイムに海洋エネルギーシステムの
パフォーマンスを最適化することにも利用可能で
ある。成功すれば、このシステムにより、より効
率的で費用効率も高い海洋エネルギー変換システ
ムができあがるだろう。

∗

掲載されたプロジェクトが助成金の交付交渉対象に選定された。最終的な助成額は記載内容と異なる場合がある。
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研究チーム

助成金額

所在地（都市、州）

プロジェクトタイトルと概要

University of

$1,624,030

Santa Cruz, CA

高出力太陽エネルギー集積及び送電用

California Santa

(サンタクルーズ、

断熱導波管カップラー

Cruz

カリフォルニア
California Santa Cruz 大学は、太陽光のスペクト

州))

ラムの使用を最大限にするため、集光された太陽
光を光ファイバー、太陽電池及び蓄熱器にとりこ
む革新的な光学機器を開発する。この光学機器は
特殊な薄いフィルム素材を使い、従来の集光型光
学機器と比較して最小限の損失で集光された太陽
光を送り変換する構造を持っている。

∗

掲載されたプロジェクトが助成金の交付交渉対象に選定された。最終的な助成額は記載内容と異なる場合がある。
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ARPA‑E(DOE エネルギー高等研究計画局)選定プロジェクト－技術概要リスト
資金提供公募 –定置型エネルギー貯蔵
研究チーム

助成金額

所在地（都市、州）

プロジェクトタイトルと概要

1Alveo Energy

$4,000,000

Palo Alto, CA

コスト効率の良いエネルギー貯蔵のため

(パロアルト、カリ

のオープンフレーム型電極蓄電池

フォルニア州)
Alveo Energy社はプルシアンブルー色素を
蓄電池内部の活性材料基盤に用いたグリッド
用蓄電池の開発を行う。プルシアンブルーは安
価で、入手も容易であり、その特性を利用した
資料の複写(青写真)材料としての用途が最も
知られている。Alveo社はこの安価な色素材料
を用いて、より過酷な条件下でも内部損傷を起
こさない、耐久性を持った新たな蓄電池の製造
を行うことで、再生可能エネルギー技術の導
入・配備の促進を助ける。

Case Western
Reserve University

$567,805

Cleveland, OH

電力グリッド用エネルギー貯蔵のための

(クリーブランド、

鉄系フロー蓄電池

オハイオ州)
Casa Western Reserve大学はグリッド規模
のエネルギー貯蔵用に、安価で、鉄系水溶液の
フロー蓄電池の開発を行う。フロー蓄電池は電
解槽内部ではなく外部タンクに化学エネルギ
ーを貯蔵する。供給量が豊富で無害な鉄を使う
ことにより、エネルギー貯蔵に伴った課題に対
して低コストで安全な解決策がもたらされる。
成功した場合、この技術によってDOEが設定
した2015年の大規模定置型エネルギー貯蔵に
関するコスト目標は達成され、再生可能エネル
ギー技術の導入・配備が促進されるだろう。

∗

掲載されたプロジェクトが助成金の交付交渉対象に選定された。最終的な助成額は記載内容と異なる場合がある。
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研究チーム

助成金額

所在地（都市、州）

プロジェクトタイトルと概要

Harvard

$590,035

Cambridge, MA

小型の有機分子フロー蓄電池

(ケンブリッジ、マ

University

サチューセッツ州)

Harvard大学は再生可能エネルギー源から
電力を貯蔵するための革新的なグリッド用フ
ロー蓄電池の開発を行う。フロー蓄電池は電解
槽内部ではなく外部タンクに化学エネルギー
を貯蔵する。Harvard大学の開発する蓄電池に
は比較的安価で無害な活性物質が使われ、他の
物質を使った蓄電池と比較して10倍ものエネ
ルギー量を保持できると見込まれている。

Sharp Laboratories

$2,904,393

of America

Camas, WA

グリッド用エネルギー貯蔵のための

(キャマス、ワシン

低コストナトリウムイオン蓄電池

トン州)
Sharp Laboratories of America社は、高い
エネルギー容量を維持しながらも、低コストで
耐用期間が劇的に延びるナトリウムイオン蓄
電池の開発を行う。成功した場合、この蓄電池
によってDOEが設定した2015年の大規模設置
型エネルギー貯蔵に関するコスト目標は達成
され、再生可能エネルギー技術の導入・配備が
促進されるだろう。
Tai Yang Research
Company

$2,150,082

Knoxville, TN

超電導磁気エネルギー貯蔵のための

(ノックスビル、テ

新たな低コスト強磁場電導ケーブル

ネシー州)
Tai Yang Research社は高出力の超電導ケ
ーブルにエネルギーを貯蔵するための、グリッ
ド用デバイスの開発を行う。この革新的なケー
ブルの構造を最適化することによって、電力源
に接続した際に磁界強度を増加させることが
できる。この方法によって電力貯蔵密度が増
し、システム全体のコスト削減と小型化が可能
となる。

∗

掲載されたプロジェクトが助成金の交付交渉対象に選定された。最終的な助成額は記載内容と異なる場合がある。
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研究チーム

助成金額

所在地（都市、州）

プロジェクトタイトルと概要

Teledyne Scientific

$556,732

Thousand Oaks,

グリッド用電気エネルギー貯蔵のための

CA

カリウムイオンフロー蓄電池

Company

(サウザンドオーク
ス、カリフォルニア
州)

Teledyne Scientific社は低コスト大規模エ
ネルギー貯蔵のための水溶液系カリウムイオ
ンフロー蓄電池の開発を行う。フロー蓄電池は
電解槽内部ではなく外部タンクに化学エネル
ギーを貯蔵する。成功した場合、この蓄電池に
よってDOEが設定した2015年の大規模定置型
エネルギー貯蔵に関するコスト目標は達成さ
れ、再生可能エネルギー技術の導入・配備が促
進されるだろう。

University of

$793,071

Delaware

Newark, DE

定置型エネルギー貯蔵のための高電圧

(ニューアーク、デ

フロー蓄電池

ラウェア州)
Delaware大学は、電圧とエネルギー貯蔵容
量を増加させるために、薄膜技術を用いて低コ
スト水溶液系フロー蓄電池の開発を行う。フロ
ー蓄電池は電解槽内部ではなく外部タンクに
化学エネルギーを貯蔵する。成功した場合、こ
の蓄電池によってDOEが設定した2015年の大
規模定置型エネルギー貯蔵に関するコスト目
標は達成され、再生可能エネルギー技術の導
入・配備が促進されるだろう。
University of

$569,019

Los Angeles, CA

グリッド貯蔵のための安価な金属フリー

Southern

(ロサンゼルス、カ

の有機レドックスフロー蓄電池

California

リフォルニア州)
Southern California大学は水溶液系のグリ
ッド用の金属フリーフロー蓄電池の開発を行
う。フロー蓄電池は電解槽内部ではなく外部タ
ンクに化学エネルギーを貯蔵する。革新的な構
造や材料を導入した蓄電池は、コスト削減、耐
用性の強化、そして再生可能エネルギーの更な
る配備を促進する可能性を持つ。

∗

掲載されたプロジェクトが助成金の交付交渉対象に選定された。最終的な助成額は記載内容と異なる場合がある。
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ARPA‑E(DOE エネルギー高等研究計画局)選定プロジェクト－技術概要リスト
資金提供公募 – 定置型発電設備
研究チーム

助成金額

所在地（都市、州）

プロジェクトタイトルと概要

Pratt & Whitney,

$ 650,000

Canoga Park, CA

天然ガスタービンのための連続

(カノガパーク、カ

デトネーション燃焼器

Rocketdyne

リフォルニア州)
Pratt & Whitney Rocketdyne社は衝撃波を
使って圧力を増加させる連続デトネーション
(continuous detonation)と呼ばれるプロセス
を用いた、ガスタービンエンジンのための新た
な燃焼器の開発を行う。この燃焼器は使用する
天然ガスからより多くの電気を生み出すこと
が可能であり、効率性が上がり、ガスタービン
エンジンからの排ガスを削減できる。
Pratt & Whiney,

$ 600,000

Canoga Park, CA

超高温ガスタービンサイクル

(カノガパーク、カ

Rocketdyne

リフォルニア州)

Pratt & Whitney Rocketdyne社は燃料燃焼
に使う空気を純酸素に変えて超高温状態を起
こす高効率なガスタービンの開発を行う。溶解
を防ぐため、同社が液体燃料ロケット用エンジ
ン開発において培った専門技術を導入し、高度
な冷却技術を開発する。このサイクル技術によ
り、天然ガスタービンの稼働に使用する燃料を
50%まで削減できると見込まれている。

University of North
Dakota

$472,586

Grand Forks, ND

発電プラント用の新たな乾式冷却技術

(グランドフォーク
ス、ノースダコタ

North Dakota大学のEnergy and
Environmental Research Center(エネルギー

州)

環境研究センター)は、発電プラントにおける
発電時に水効率や電力効率を良好な状態に維
持するのを助け、環境への負荷を低減する空冷
デバイスの開発を行う。同大学のデバイスは、
空冷吸着液を使った湿度調節によって発電を
効率的に行えるよう発電プラントを冷却し、水
の使用量を最小限に抑える。

∗

掲載されたプロジェクトが助成金の交付交渉対象に選定された。最終的な助成額は記載内容と異なる場合がある。
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資金提供公募 –熱エネルギー貯蔵
研究チーム

助成金額

所在地（都市、州）

プロジェクトタイトルと概要

National

$890,000

Golden, CO

高温、高効率の太陽熱電発電装置(STEC)

Renewable Energy

(ゴールデン、コロ

Laboratory

ラド州)

国立再生可能エネルギー研究所(National
Renewable Energy Laboratory : NREL)は、
高温下でより効率的に作用する次世代の熱電
材料を使い、集光した太陽光から得た熱を電力
に直接変換できる太陽熱電発電装置(solar
thermal electric generator: STEG)の開発を
行う。この新材料と高度な工学的設計により、
現行システムの3倍の効率で太陽熱を電力に変
換できるだろう。

e Nova, Inc

$640,000

Kingwood, TX

廃熱を利用したガス圧縮機

(キングウッド、テ
キサス州)

e Nova社はガスタービン排気装置からの廃
熱を利用したガス圧縮機の開発を行う。この圧
縮機はガスタービンの効率性の向上や、パイプ
ライン輸送のための天然ガスの圧縮に用いら
れる見込み。

Georgia Institute
of Technology

$3,600,000

Atlanta, GA

高効率ソーラー燃料リアクター

(アトランタ、ジョ
ージア州)

Georgia Institute of Technology社(Georgia
Tech社)はソーラー燃料を生産する高効率ソー
ラーリアクターの開発を行う。液体金属を用い
ることで太陽光集光ポイントから化学反応ゾ
ーンへ熱を輸送する際に伴う太陽熱のロスを
最小限に抑える。このシステムによってコスト
効率の良いソーラー燃料が実現されれば、輸送
及び連続的な電力発電への利用が可能となる
見込み。

∗

掲載されたプロジェクトが助成金の交付交渉対象に選定された。最終的な助成額は記載内容と異なる場合がある。

57

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1091, 2012.12.20
研究チーム

助成金額

所在地（都市、州）

プロジェクトタイトルと概要

Texas A&M

$1,700,000

San Antonio, TX

金属水素化物を使った廃熱からの発電

University -

(サンアントニオ、

Engineering

テキサス州)

Texas A&M Engineering Experiment

Experiment

Station(工学研究局)は低温の廃熱から発電す

Station

るシステムの開発を行う。高圧水素の流れを作
るため、システムは金属水素化物の加熱・冷却
を繰り返す。発生した水素の流れをタービンと
発電機に通すことで発電する。

Yale University

$2,648,074

New Haven, CT

閉ループ膜ベースシステムを用いた

(ニューヘイブン、

廃熱からの発電

コネチカット州)
Yale大学は発電所、工業設備、地熱井等か
らの低温廃熱を使った発電システムの開発を
行う。このシステムは、廃熱や、2種の液体の
塩分濃度差を利用した浸透膜発電
(pressure-retarded osmosis: PRO)や逆電気透
析(reverse electrodialysis: RED)として知ら
れる膜を利用して発電する。この技術で廃熱か
ら低コストで発電できる。

∗

掲載されたプロジェクトが助成金の交付交渉対象に選定された。最終的な助成額は記載内容と異なる場合がある。
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ARPA‑E(DOE エネルギー高等研究計画局)選定プロジェクト－技術概要リスト
資金提供公募 –輸送用エネルギー貯蔵
研究チーム

助成金額

所在地（都市、州）

プロジェクトタイトルと概要

Ceramatec, Inc

$2,119,759

Salt Lake City,

輸送用の中温域で稼働する燃料電池

UT
(ソルトレイクシ
ティー、ユタ州)

Ceramatec社は内燃エンジンに近い温度域で
稼働する固体燃料電池セルの開発を行う。
Ceramatec社の設計による燃料電池は高価な部
品を必要とせず、低コストの材料と触媒で高性
能を発揮する。このプロジェクトにおいて、既
存の自動車設計よりも低コストで機能する燃料
電池スタックが設計される見込み。

Georgia Institute

$2,115,000

of Technology

Atlanta, GA

構造変化させたグラフェンを使用した

(アトランタ、ジ

高性能スーパーキャパシター

ョージア州)
Georgia工科大学(Georgia Tech)はグラフェ
ン(二次元の炭素原子シート)を使って、既存技
術の10倍の密度でエネルギーを貯蔵するスー
パーキャパシターの開発を行う。スーパーキャ
パシターは、蓄電池と似た方法でエネルギーを
貯蔵するが、より早く充放電することができる。
Georgia Techチームは内部構造の改善を行い、
グラフェンシートが低コストでより多くのエネ
ルギーを貯蔵できるようにする。
Palo Alto Research
Center

$935,196

Palo Alto, CA

プリント技術を駆使して集積した蓄電池

(パロアルト、カ
リフォルニア州)

Palo Alto研究所(PARC)はリチウムイオン蓄
電池のための革新的な製造プロセスを開発し、
製造コスト削減と性能の改善を行う。PARCの
プリントプロセスで蓄電池の層に細かな縞模様
を施すことにより、エネルギー貯蔵量を増加さ
せ、電気自動車の走行距離を伸ばす。

∗

掲載されたプロジェクトが助成金の交付交渉対象に選定された。最終的な助成額は記載内容と異なる場合がある。
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研究チーム

助成金額

所在地（都市、州）

プロジェクトタイトルと概要

PolyPlus Battery

$4,500,000

Berkeley, CA

高性能、低コストの水溶液系リチウム硫黄

(バークレー、カリ

蓄電池

Company

フォルニア州)
PolyPlus Battery社とJohnson Control社は
革新的な水溶液系リチウム硫黄蓄電池の開発
を行う。リチウム硫黄蓄電池技術は現在、最も
軽量な高エネルギー蓄電池であり、完全な機器
内蔵形である。こうした水溶液系蓄電池の新た
な特徴が、PoluPlus社のユニークで軽量な蓄電
池を軍事用及び民生用にとって最良のものに
する。成功した場合、この技術は商業及び軍事
目的の市場へと広く推移していくだろう。
University of

$1,600,000

Santa Barbara,

California at Santa

CA

Barbara

(サンタバーバラ、
カリフォルニア州)

高エネルギー電気化学キャパシター

California大学Santa Barbara校は、キャパ
シターと蓄電池それぞれの特性を一つの技術
に合わせた、ハイブリッド電気自動車向けのエ
ネルギー貯蔵デバイスの開発を行う。このエネ
ルギー貯蔵デバイスによって数分間での充電
が可能となり、走行距離が延び、平均耐用期間
は現在の電気自動車の蓄電池よりも長くなる
だろう。

University of
Nevada Las Vegas

$2,520,429

Las Vegas, NV

リチウムの豊富な逆ペロフスカイトを

(ラスベガス、ネバ

超イオン固体電解質として利用

ダ州)
Nevada Las Vegas大学(UNLV)は現在の自
動車用リチウムイオン(Li-ion)蓄電池の安全性
を高めるため、耐火性のある新たな電解質の開
発を行う。現在のLi-ion蓄電池には可燃性の液
体電解質が使われており、過熱や過充電が起き
た時に発火してしまう。UNLVはこの可燃性の
電解質を、リチウムの豊富な逆ペロフスカイト
と呼ばれる、耐火性のある硬い岩のような材料
に替える。成功した場合、新たな電解質技術に
よって事故発生時の安全性が高まり、また一方
で電気自動車の走行可能距離や加速度が増し、
性能も向上する。

∗

掲載されたプロジェクトが助成金の交付交渉対象に選定された。最終的な助成額は記載内容と異なる場合がある。
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研究チーム

助成金額

所在地（都市、州）

プロジェクトタイトルと概要

Vorbeck Materials

$1,500,000

Jessup, MD

ハイブリッド車向けの低コストで高速

(ジェサップ、メリ

充電が可能な蓄電池

Corp.

ーランド州)
Vorbeck Materials社はハイブリッド車向
けの低コストで高速充電が可能な蓄電池の開
発を行う。この蓄電池はリチウム硫黄の化学
的性質をベースとしており、現在のリチウム
イオン蓄電池よりも優れたエネルギー密度を
有する。成功した場合、このシステムを使っ
てより多くの制動(ブレーキ)エネルギーを取
り込み、ハイブリッド車の効率性を20%まで
向上すると共に、一方でコストと排ガス量を
削減できる可能性がある。

翻訳：NEDO（担当

総務企画部

松田 典子／望月 麻衣／勝本 智子）

出典：本資料は、アメリカARPA-Eの以下の記事を翻訳したものである。
“ARPA-E PROJECT SELECTIONS”
http://arpa-e.energy.gov/Portals/0/Documents/Projects/OPEN2012_ProjectDescriptions_F
INAL_112812.pdf

∗

掲載されたプロジェクトが助成金の交付交渉対象に選定された。最終的な助成額は記載内容と異なる場合がある。
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