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JBEI の研究者たちが酵素 GT92 を過剰に発現さ

せるシロイヌナズナを製造した結果、植物細胞壁

内の酵素量は 50%増加した。 

(1093-1) 
 
【新エネルギー（バイオマスエネルギー）】β-1,4-galactan シンターゼ 遺伝子)操作 
 
仮訳 

 
ガラクタン糖の増加でバイオ燃料生産量の増加が可能に(米国) 

JBEI での共同研究でガラクタン合成につながる初の酵素を特定 
2012 年 12 月 21 日 

 
 
 ガラクトースの高分子化合物であるガラ

クタンは六炭糖であり、イースト菌による発

酵で容易にエタノールに変わることから、セ

ルロース系バイオマス由来の先進的バイオ

燃料を研究する者たちの関心の対象となっ

ている。こうした中、米国のエネルギー省

(DOE)バイオエネルギー共同研究所(Joint 
BioEnergy Institute: JBEI)が先導するイン

ターナショナルな研究協力によって、植物細

胞壁内のガラクタンの総量を安定的に増加

させることのできる最初の酵素が特定され

た。 
 
 エタノールと異なり、先進的バイオ燃料は

植物細胞壁の糖から合成されている。ガソリ

ン、ディーゼル油、ジェット燃料に従来と同

じ単位基準(gallon-for-gallon basis)で代用

することが可能であり、また既存のインフラにそのまま利用できるため、改良や変更が

不要となる。また、先進的バイオ燃料はカーボンニュートラル、つまり大気中に過剰な

CO2を加えることなく燃焼させられる(UNFCCC では、地球温暖化ガスとしてカウント

されないため)可能性を有している。コスト競争力のある先進的バイオ燃料の製造にお

ける重要課題は、燃料へと発酵させられる植物細胞壁の糖の総量を最大化させる方法を

発見することである。 
 
 「私たちは酵素 GT92 が、ガラクタンのバイオ合成を増加させる特性を有する最初の

酵素であると裏付けたのです。」と JBEI の Feedstocks Division (原料部門)副代表およ

http://newscenter.lbl.gov/wp-content/uploads/Scheller-leaf2.jpg
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JBEI の研究者 Henrik Scheller 氏と April Liwanag
氏が、ガラクタンのバイオ結合を増加させると特定さ

れた最初の酵素に関する研究を先導した。 

びCell Wall Biosynthesis(細胞壁バイオ合成)グループのディレクターを務めるHenrik 
Scheller 氏は言う。「初となる今回の β-1,4-galactan シンターゼの特定は、先進的バイ

オエネルギー燃料用作物の(遺伝子)操作に向けた重要な新ツールとなる。」 
 
 DOE のローレンスバークレー国立研究所(バークレー研究所)での職も兼務する

Scheller 氏は、Plant Cell 誌に掲載された当該研究論文の責任著者(corresponding 
author) を担当している。論文のタイトルは “Pectin Biosynthesis: GALS1 in 
Arabidopsis thaliana is a β-1,4-Galactan β-1,4-galactosyltransferase.”。共著者は

JBEI の April Liwanag 氏、Berit Ebert 氏、Yves Verhertbruggen 氏、Emilie Rennie
氏、Carsten Rautengarten 氏、Ai Oikawa 氏、およびデンマーク工科大学(Technical 
University of Denmark)の Mathias Andersen 氏と Mads Clausen 氏である。 
 

 ガラクタンはペクチンの多糖成分で

あり、このペクチンは粘り気のある糖質

で、植物細胞壁内の個々の細胞を結合し

ており、またゼリーやジャムの製造にも

使われている。ペクチンの構成要素であ

る β-1,4-galactan は、細胞壁が風や積雪

といった力によるストレスに応じて細

胞壁に形成される「tension wood」部分

に特に豊富に存在する。 
 

「ガラクタンはヘキソース(六炭糖)で
構成されており、ペントース(五炭糖)と
は対照的に、微生物を発酵させることで

容易にバイオ燃料やその他合成物の製

品に利用できるようになります。」と

Scheller 氏は言う。「ペントースを多く含有するヘミセルロースよりも、ガラクタンの

含有量を増加させた植物を開発するほうが好都合でしょう。」 
 
 GT92 はグリコシルトランスフェラーゼ(糖転移酵素)タンパク質ファミリーであり、

これは遺伝子遺伝的に配列決定されている全ての植物に見られる。tension wood の研

究では GT92 遺伝子の発現増加が観察されている。この観察記録、および tension wood
には β-1,4-galactan が多く含まれているという知見から、Scheller 氏と彼の同僚たちは

植物研究でモデル生物とされるアブラナ科の小さな花であるシロイヌナズナ

(Arabidopsis thaliana)を使って GT92 タンパク質の機能を調べることにした。シロイ

http://newscenter.lbl.gov/wp-content/uploads/Scheller-and-lady.jpg
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ヌナズナには GT92 から成る部位が 3 箇所あり、Scheller 氏と彼の同僚たちはそれぞれ

をガラクタンシンターゼ 1、2、3 とした(GALS1、GALS2、GALS3)。3 箇所の遺伝子

全てで機能不全となった突然変異体にガラクタン不足が発見される中、Scheller 氏と同

僚たちは GALS1 を抽出してテストした。 
 
 「植物内での GALS1 の過剰発現は β-1,4-galactan の 50%増という結果に結びつき、

不都合な発現型はありませんでした。」と Scheller 氏は言う。「まだ未実施ですが、

GALS2とGALS3を過剰発現させた場合にも同様の結果が見られると予測しています。」 
 
 前述のシロイヌナズナの GALS 遺伝子 3 箇所は、部分的には一致を示したものの発

現は同一でなかったため、現在 Scheller 氏と同僚たちは植物における β-1,4-galactan
の役割をより理解するために GALS の突然変異遺伝子を結合させている。また、彼ら

はこうした酵素に関する基礎研究も続けており、結晶化や構造解析も研究内容に含まれ

ている。これに加え、彼らは様々な組み合わせパターンで GALS タンパク質を過剰発

現させ、より多くの β-1,4-galactan 製造が可能かどうかを究明しようとしている。 
 
 「β-1,4-galactan は古来の物質であるため、シロイヌナズナ内におけるガラクタンシ

ンターゼとしての GT92 の機能はスイッチグラス、イネ科植物、ポプラ、その他先進的

なバイオ燃料用作物に適すると考えられている植物等にも応用できるはずです。」と

Scheller 氏は言う。「私たちは、こうした植物に GT92 遺伝子を過剰発現させることは

難しくないと考えています。」 
 
 この研究は DOE 科学局、およびデンマーク戦略調査委員会(Danish Strategic 
Research Council)による資金提供を受けている。 
 

#  #  # 
 
 JBEI は、DOE の科学局(Office of Science) によって 2007 年に設立された 3 つの組

織のバイオエネルギー研究センター(Bioenergy Research Centers)のうちの 1 組織であ

る。JBEI はバークレー研究所(Berkeley Lab)の率いる科学的パートナーシップであり、

これにはサンディア国立研究所(Sandia National Laboratories)、カリフォルニア大学

バークレー校とデイビス校(University of California campuses of Berkeley and 
Davis)、カーネギー研究所(Carnegie Institution for Science)、およびローレンス・リ

バモア国立研究所(Lawrence Livermore National Laboratory)が含まれる。DOE のバ

イオエネルギー研究センターは、セルロース系バイオ燃料、または非食用植物繊維から

のバイオ燃料の、費用対効果が高く国家レベルでの生産に必要な基本的な科学的ブレイ
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クスルーを探求する多くの専門分野に渡る複数機関の研究チームをサポートしている。 
 
 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公開により、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 科学局のバーク

レー研究所を管理している。詳しくはウェブサイト www.lbl.gov.を参照のこと。 
 
 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。 
 
 
Henrik Scheller 氏に関するさらに詳しい情報はこちら 
 

 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 望月 麻衣） 
 
出典：本資料は、米国バークレー国立研究所の以下の記事を翻訳したものである。 
“Boosting Galactan Sugars Could Boost Biofuel Production” 
http://newscenter.lbl.gov/news-releases/2012/12/21/boosting-galactan-sugars-could-
boost-biofuel-production/ 

http://www.lbl.gov/
http://science.energy.gov/
http://pbd.lbl.gov/PBD/people/hscheller
http://newscenter.lbl.gov/news-releases/2012/12/21/boosting-galactan-sugars-could-boost-biofuel-production/
http://newscenter.lbl.gov/news-releases/2012/12/21/boosting-galactan-sugars-could-boost-biofuel-production/
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(1093-1-(1)) 
 
【新エネルギー(バイオマスエネ)】 

 
仮訳 
 

ペクチン生合成：Arabidopsis thaliana（シロイヌナズナ） 
内の GALS1 は、β-1,4-ガラクタン β-1,4-ガラクトシル 

トランスフェラーゼである(米国) 
 

(著者) 

April Jennifer Madrid Liwanag,a,b Berit Ebert,a,b Yves Verhertbruggen,a,b Emilie A. Rennie,a,c Carsten 

Rautengarten,a,b Ai Oikawa,a,b Mathias C.F. Andersen,d Mads H. Clausen,d and Henrik Vibe 

Schellera,b,c,1 
a Feedstocks Division, Joint BioEnergy Institute, Emeryville, California 94608 

b Physical Biosciences Division, Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, California 94720 

c Department of Plant and Microbial Biology, University of California, Berkeley, California 94720 

d Department of Chemistry, Technical University of Denmark, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark 

1 連絡は hscheller@lbl.gov.まで。 

投稿規程(www.plantcell.org)に記載された方針に基づき、本論文で発表された調査結果に欠かせない資料

の配布についての担当著者は、Henrik Vibe Scheller(hscheller@lbl.gov)である。 

 

 

β-1,4-ガラクタンは、植物の細胞壁に豊富に含まれる多糖類であり、通常ラムノガラ

クツロナンⅠ(RhamnogalacturonanⅠ(RGI))の側鎖として見られる。RGI はペクチン

の主要要素であり、ラムノースやガラクツロン酸残基が交互に配置されたバックボーン

を持ち、α-1,,5-アラビナン、β-1,4-ガラクタンを含む側鎖とアラビノガラクタンを伴う。

多くの酵素はペクチン合成が必要とされるが、ほとんど特定されていない。ペクチンは

拡張細胞の第１壁にもっとも豊富に含まれるが、β-1,4-ガラクタンは、第２壁にも比較

的豊富にみられ、特に機械的なストレスに反応して形成された tension wood に豊富に

存在する。我々は、Arabidopsis thaliana に GALACTAN SYNTHASE1 (GALS1)、
GALS2、GALS3 と呼ぶ 3 メンバーを持つ糖転移酵素ファミリー (glycosyltransferase 
family GT92) GT92 内の酵素を調査した。同一遺伝子内の機能喪失突然変異体では、

β-1,4-ガラクタン含有量が減り、GALS1 の過剰発現では、植物内のβ-1,4-ガラクタン

含有量が 50%高くなった。植物は際だった増殖表現形質を示さなかった。異種発現、

かつアフィニティ精製した GALS1 は、Gal 残基を UDP-Gal からβ

-1,4-galactopentaose 上に転移できた。GALS1 は、特にβ-1,4-ガラクトシルの結合を
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形成し、連続するβ-1,4-ガラクトシル残基を受容体に追加することができた。これらの

観察により、β-1,4-ガラクタン･シンナーゼとして GT92 酵素のアイデンティティ

(identity)が確認された。この酵素のアイデンティティの特定は、優れたバイオエネル

ギー特性を有した遺伝子操作植物のための重要なツールとなるだろう。 
 
序論 
 
植物の細胞壁は、主に種類の異なる多糖類で構成されており、セルロース、ヘミセル

ロース及びペクチンに分類される。ペクチンは多糖類のうち、主に 2 種類のタイプから

成り立っている。すなわち、α-1,,4-結合 D-ガラクツノロシル(galacturonosyl)残基のみ

で構成されるホモガラクツロナン(homogalacturonan)と、形質転換 α-1,,2-結合 L-ラム

ノースと α-1,,4-結合ガラクツロン酸残基をバックボーンに持ち、ラムノース残基に付

着したアラビナン、β-1,D-ガラクタンの側鎖を伴ったラムノガラクツロナンⅠ

(RhamnogalacturonanⅠ(RGI))である(Mohnen, 2008; Harholt et al., 2010)。 
通常、β-1,D-ガラクタンの側鎖は Type I arabinogalactans として知られる構造の Ara 
と分岐したアラビナンに置き換えられる。ペクチンのその他のドメインには、ラムノガ

ラクツロナンⅡ(RGII)が含まれる。RGII は、ホモガラクツロナンをバックボーンとし、

多くの種類の異なる稀少な糖を伴う 4 つの側鎖と、キシロシル残基に置き換わるホモガ

ラクルロナン型のキシロガラクツロナンを持つ複雑な構造をしている。ガラクツロナン

酸残基は、ホモガラクツロナンを様々な過程でメチルエステル化したもので、ホモガラ

クツロナンと RGI 両方の O-2 又は O-3 にてアセテートでエステル化できる(Mohnen, 
2008)。ガラクタンとアラビナンのフェルレート(Ferulate)エステル化は、特定の種

(species)で発生する。ペクチンの生合成には 67 種類の異なる転換酵素が必要であると

推測されているが(Mohnen, 2008; Harholt et al., 2010)、これまでにただ 1 種類、すな

わち Arabidopsis thaliana のホモガラクツロナン･ガラクトシルトランスフェラーゼ

GAUT1 だけが明確に特定されているにすぎない。Arabidopsis には、

XYLOGALACTURONAN DEFICIENT1 (XGD1)と呼ばれるキシロガラクツロナン･

キシロシルトランスファーゼも特定されているが、試験管等の制御環境で隔離されたタ

ンパク質の活動ではまだ実証されていない(Jensen et al., 2008)。3 つの Arabidopsis キ
シロシルトランスファーゼである RGII XYLOSYLTRANSFERASE1(RGXT1)、
RGXT2、RGXT3 は、試験管等の制御環境で Fuc 上の Xyl に転移し、RGIIＳ生合成に

関与している(Egelund et al.,2006, 2008)。しかし、生体内での受容体基質は、未だ明

確に特定されていない。最後に、ARABINAN DEFICIENT1(ARAD1) 、ARAD2 と呼

ばれる 2 つの推定 Arabidopsis の arabinosyltransferases は、RGI のアラビナン側鎖

の生合成に関与することがわかっている(Harholt et al., 2006, 2012)。しかし、この考

えは、試験管等の制御環境における活動データでは実証されていない。β-1,4-ガラクタ
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ンはペクチンや全細胞壁の大部分を構成している(例：じゃがいも[Solanum 
tuberosum(学名)]ペクチンの 30%から 40%) (Jarvis et al., 1981; Oxenboll Sørensen et 
al., 2000)。一般的に、全てではないがほとんどの細胞壁のβ-1,4-結合 Gal は、RGI バ
ックボーンと結合する。ガラクタンの部分は壁と強く結合するが、抽出後、いくつかは

酸のバックボーンと結合しなくなる。このような中性ガラクタンは、RGI の酵素活動

に起因する可能性が高いとされるが、抽出の際に生成されるのか、もくしは壁に存在す

るのかははっきりしていない。第 1 壁のβ-1,4-ガラクタンの特別な機能はほとんどわか

っていない。β-1,4-ガラクタンは、細胞伸長に関与しており(McCartney et al., 2003)、
細胞壁の機械的特性を調整するような役割のある、水分を保持する粘弾性(粘性と弾性

の両性質を有する)の構成要素が実証されている(Tang et al., 1999; McCartney et al., 
2000;Ha et al., 2005)。しかし、ガラクタン含有量が減少したじゃがいもの塊茎ではい

かなる増殖又は発育表現形質も現れなかった(Oxenboll Sørensen et al., 2000; Martín 
et al., 2005; Ulvskov et al.,2005)。これは、ガラクタン不全のじゃがいもの塊茎はやや

もろくなることから、ガラクタンがストレスをセルロース微小繊維に転移する役割を果

たす可能性があるとされることとは異なる(Ulvskov et al., 2005)。Arabidopsis では、

ガラクタン含有量が減少したことで、強い増殖表現型を引き起こすことはなかったが、

野生型と比べて茎が細くなった(Obro et al., 2009)。他の研究によると、β-1,4-ガラク

タンは第 1 壁では均等に分布されず、例えば、Solanum lycopersicum の壁孔部には存

在しないということがわかっている(tomato; Orfila and Knox, 2000)。一般的に、第 2
壁はペクチンの含有量が低いが、β-1,4-ガラクタンがゼラチン繊維の壁の主要な構成要

素であり、reaction wood (tension wood 及び compression wood)や Linum 
usitatissimum などの特定の植物の第 2 壁に豊富に含まれる(flax, 
Andersson-Gunnerås et al., 2006; Gorshkova and Morvan, 2006; Arend, 2008; 
Mellerowicz and Gorshkova, 2012)。生長中のフラックス(flax)内のβ-1,4-ガラクタン

の代謝回転は繊維の機械的特性にとって必要不可欠である(Roach et al., 2011)。 
 
植物抽出物内でのβ-1,4-ガラクタン･シンターゼ作用は、40 年以上も前に実証されて

おり(McNab et al., 1968)、続くいくつかの研究においても、作用の特性は明らかにさ

れているが、酵素の特定はされていない(β-1,4-ガラクタン合成の初期研究に関する議

論についての最近のレビューを参照のこと) (Mohnen, 2008; Harholt et al., 2010)。本

論文では、GALS1 と呼ぶβ-1,4-ガラクタン･シンターゼの特定について報告する。こ

の酵素は糖転移酵素ファミリーの GT92(glycosyltransferase family GT92)に属し、

Arabidopsisｍに 3 つのメンバーを持つ。3 メンバー全ての遺伝子の不全ミュータント

をガラクタン不全とし、隔離された GALS1 タンパク質は、試験管等の制御環境でβ

-1,4-ガラクタン合成を触媒する。 
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The Plant Cell Preview, www.aspb.org @ 2012 American Society of Plant Biologists. 
All rights reserved.  
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 勝本 智子） 
 
出典：本資料は、The Plant Cell  Preview の以下の記事を翻訳したものである。 
“Pectin Biosynthesis: GALS1 in Arabidopsis thaliana is aβ-1,4-Galactan 
β-1,4-Galactosyltransferase.” 
http://www.plantcell.org/content/early/2012/12/14/tpc.112.106625.full.pdf 
（Used with permission of Lawrence Berkeley National Laboratory） 

http://www.aspb.org/
http://www.plantcell.org/content/early/2012/12/14/tpc.112.106625.full.pdf
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(1093-2) 
 
【ナノテク材料(ナノテク)】        電子機器 構造用複合材料 エネルギー貯蔵 

                   
仮訳 
 

グラフェン利用のために（英国） 

驚異的な材料の利用を強化する新たな研究助成を実施 

2013 年 1 月 4 日 
 
 

最も薄く、強く、高い導電性を持つとして知られる材料の一つであるグラフェンの「製

造性(造り易さ)」の強化に力を入れた研究活動に対し、2,150 万ポンドの資金が提供される。 
 

2012 年 12 月 27 日の BBC Today プログラムのゲストエディター、Paul Nurse 卿との

インタビューの際、George Osborne 財務大臣がこの資金提供について発表した。 
 

インペリアル・カレッジ・ロンドン、ケンブリッジ大学、ダーラム大学、エクセター大

学、マンチェスター大学およびロンドン大学ローヤルホロウェイ校の研究チームが、研究

活動と研究設備へのファンディングを受ける。 
 

David Willetts 大学・科学担当閣外大臣は、このニュースを受け以下のように述べた： 
 

「マンチェスター大学の科学者達は、グラフェンの発見でノーベル賞を受賞しました。

この驚異的な材料のポテンシャルを十分に活用するために、世界トップクラスのリサーチ

機関において実施されている最高レベルの研究活動を強化することが重要となりました。

今回の有意義な投資は、グラフェンの日常的な使用法を発見するための最先端の研究プロ

ジェクトをサポートするでしょう。そしてイノベーションを育成し、成長を促進して英国

がグローバルな競争で先んずることを助けることでしょう。」 
 

研究資金を受領する大学は、ノキア、BAE システム、プロクター&ギャンブル、キネテ

ィック、ロールス・ロイス、ダイソン、シャープおよびフィリップ・リサーチなど、産業

パートナーと共同で研究を実施する。 
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EPSRC の CEO である David Delpy 教授は以下のように述べた： 
 

「グラフェンの発見は、材料革命に向かう初めの一歩でした。今回のファンディングに

よって、この素晴らしい材料利用の研究を進展させて、国民、産業、そして英国の経済に

恩恵をもたらす応用への次のステップをサポートするでしょう。」 
 

ケンブリッジ大学は、タッチスクリーンなどを含むグラフェンのフレキシブルな電子機

器と光電子機器の研究に 1,200 万ポンドを受けた。同大学の Andrea Ferrari 教授は、電

子機器、技術、材料の大規模なコンソーシアムと共同で、これらの技術をどのように展開

し、商業化できるかを検討する。 
 

インペリアル・カレッジ・ロンドンは、グラフェンを使った多機能コーティング材と繊

維(強化)複合材料、そしてグラフェンの 3 次元ネットワークの研究に 450 万ポンドのファ

ンディングを受けた。同大学の Tony Kinlock 教授は、エアバスを含む多くの航空宇宙企

業と共同で、落雷後のエネルギーを放散させる代替材料としての、先進的な構造用複合材

料におけるグラフェン利用について研究する。 
 

ケンブリッジ大学の Clare Gray 教授とマンチェスター大学の Robert Dryfe 教授は、エ

ネルギー貯蔵アプリケーションにおけるスーパーキャパシターおよび蓄電池としてのグラ

フェン利用の可能性を研究する。これらは、パーソナルデバイスのエネルギー貯蔵を制限

する要因や電力系統から切り離されている地域における再生可能エネルギー供給の不確定

性や断続性の課題に有用とみられる。 
 

一方、プロクター&ギャンブルおよびダイソンは、ダーラム大学の Karl Coleman 化学

教授と共同で、特により薄くより強い材料アプリケーションにおけるグラフェン複合材料

の技術応用の可能性について研究する。Coleman 教授は、Royal Society of Chemistry の

Innovator of the Year 2011 を受賞している。 
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プロジェクトファンディングの詳細   
[英文記事において、下記プロジェクト名をクリックすると各プロジェクト詳細が表示されま

す。] 
 

組織名 助成額 プロジェクト名 

ケンブリッジ大学 300 万ポンド Graphene flexible electronics and optoelectronics 

[EP/K01711X/1] (GoW) 
フレキシブルな電子機器と光電子機器へのグラフェン

利用 [EP/K01711X/1] (GoW) 
インペリアル・カレッジ・

ロンドン 
140 万ポンド Engineering with graphene for multi-functional 

coatings and fibre-composites [EP/K016792/1] (GoW) 
多機能コーティング材と繊維(強化)複合材料のグラフェ

ン利用 [EP/K016792/1] (GoW) 
ダーラム大学 160 万ポンド 

 
 

Engineering innovation in graphene nanocomposites 

for consumer product and packaging 

applications [EP/K016784/1] (GoW) 
消費財とパッケージングアプリケーションにおけるグ

ラフェンナノ複合材のイノベーション [EP/K016784/1] 
(GoW) 

インペリアル・カレッジ・

ロンドン 
190 万ポンド Graphene three-dimensional networks 

[EP/K01658X/1] (GoW) 
グラフェンの 3 次元ネットワーク [EP/K01658X/1] 
(GoW) 

マンチェスター大学 190 万ポンド Electrochemical energy storage with 

graphene-enabled materials [EP/K016954/1] (GoW) 
グラフェン利用可能材料を用いた電気化学的エネルギ

ー貯蔵 [EP/K016954/1] (GoW) 
ケンブリッジ大学 230 万ポンド CVD enabled graphene technology and devices 

(GRAPHTED) [EP/K016636/1] (GoW) 
CVD 可能なグラフェン技術とデバイス

(GRAPHTED) [EP/K016636/1] (GoW) 
 
  

http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/K01711X/1
http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/K01711X/1
http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/K016792/1
http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/K016792/1
http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/K016784/1
http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/K016784/1
http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/K016784/1
http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/K01658X/1
http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/K01658X/1
http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/K016954/1
http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/K016954/1
http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/K016636/1
http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/K016636/1


ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1093, 2013.3.8 

 

12 
 

設備のみを対象とするグラント 
[英文記事において、下記プロジェクト名をクリックすると各プロジェクト詳細が表示されま

す。] 
  

組織名 助成額 プロジェクト名 

ケンブリッジ大学 690 万ポンド Graphene flexible electronics and optoelectronics: 

Bridging the gap between academia and industry 

[EP/K017144/1] (GoW) 
フレキシブルな電子機器と光電子機器へのグラフェン

利用: 産と学の橋渡し [EP/K017144/1] (GoW) 
インペリアル・カレッジ・

ロンドン/NPL 
130 万ポンド Integrated graphene-based sensor devices and 

scalable microfabrication process development based 

on graphene-metal multilayer 

deposition [EP/K016407/1] (GoW) 
集積グラフェンベースのセンサーとグラフェン-金属多

層積層ベースのスケーラブルな微細製造プロセス開発

デバイス [EP/K016407/1] (GoW)  
エクセター大学 110 万ポンド 

 
 

New manufacturable approaches to the deposition 

and patterning of graphene 

materials [EP/K017160/1] (GoW) 
グラフェン積層とパターニングに関する新製造法の開

発 [EP/K017160/1] (GoW) 
ロンドン大学 

ローヤルホロウェイ校 
109,000 ポン

ド 
High frequency operation of epitaxial 

graphene [EP/K016822/1] (GoW) 
エピタキシャルグラフェンの高周波オペレーショ

ン [EP/K016822/1] (GoW) 
  

http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/K017144/1
http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/K017144/1
http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/K017144/1
http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/K016407/1
http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/K016407/1
http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/K016407/1
http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/K016407/1
http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/K017160/1
http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/K017160/1
http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/K017160/1
http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/K017160/1
http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/K017160/1
http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/K016822/1
http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/K016822/1
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工学・物理科学研究会議(EPSRC)について 
 
工学・物理科学研究会議(Engineering and Physical Sciences Research Council: EPSRC)
は、エンジニアリングおよび物理科学の研究に資金を供与する英国の主要な組織である。

EPSRC は年間約 800 百万ポンドの予算を研究・卒後研修に投じ、英国の技術の進展にお

ける次の世代を支援する。ファンディングの対象となる研究分野は IT、構造工学、数学、

材料科学である。これらの分野における研究活動は、英国の未来の経済発展の基礎を形成

し、国民の健康、ライフスタイル、文化を向上させるものである。EPSRC は、他の分野

の研究への責任を持つ他の研究委員会(Research Councils)と共同で活動している。

Research Councils は、共通の懸念事項の課題について、Research Councils UK を通し

て共同で取り組んでいる。 
 
Reference: PN 02/13 
Contact:  
PressOffice@epsrc  
 

 
翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子） 

 
 
出典：本資料は、英・工学・物理科学研究会議(Engineering and Physical Sciences Research 
Council: EPSRC)の以下の記事を翻訳したものである。 
“Making graphene work  New research grants to enhance the use of wonder material” 
（http://www.epsrc.ac.uk/newsevents/news/2013/Pages/graphene.aspx） 
 

mailto:pressoffice@epsrc.ac.uk
http://www.epsrc.ac.uk/newsevents/news/2013/Pages/graphene.aspx
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(1093-3) 
 

【ナノテク・材料(ナノテク)】 低い欠陥率の繊維 複合材料 

 
仮訳 

英サザンプトン大学が世界で最強・最軽量の 
グラスナノファイバーを開発（英国） 

2013 年 1 月 10 日 
 
 
 英サザンプトン大学の Optoelectronics Research 
Centre (ORC) は、世界に先駆けて、最高の強度を持つ

シリカナノファイバーの研究開発を実施している。 
 

全世界で超高強度の複合材料の発見を目指す研究の

中、ORC の科学者らは軽量で最高強度を持つ、欠陥によ

って壊れないナノワイヤーの研究へと辿り着いた。これま

でカーボンナノチューブ(CNT)が最強の材料とされてきた

が、その強度は数ミクロンの長さの大変短いサンプルのみでしか測ることができず、実用

には向かないものである。 
 
 ORC の主任研究フェローである Dr Gilberto Brambilla と ORC のディレクターである

Professor Sir David Payne は、この度、強度が鋼の 15 倍で 1,000km の長さでの製造が

可能な「ナノワイヤー」である、最高の強度を持つ最軽量のシリカナノファイバーの開発

に成功した。 
 
 この開発はすでに全世界の企業の大きな注目を集めており、航空、海洋および保安産業

に変革をもたらす可能性がある。現在、このナノワイヤーの将来の用途の可能性について

世界規模で試験が実施されている。 
 
「合成繊維は、極めて低い欠陥率と軽量の繊維の製造により達成される高い強度を持つ

ことが重要です。」と Brambilla 博士は言い、次のように続ける。 
 
「通常、繊維の強度を上げるためには、その直径と重さを増すことが必要ですが、私た

ちの研究開発では、シリカナノファイバーのサイズを減少させるにつれその強度が増すこ

とが示され、しかも超軽量性を保ちました。これらの繊維の強度の最適化に成功している

のは、現時点で私たちだけです。」 

ナノワイヤー製造装置に繊維

をマウントする Brambilla 博

士。 

http://www.orc.soton.ac.uk/
http://www.orc.soton.ac.uk/
http://www.orc.soton.ac.uk/omfds.html
http://www.orc.soton.ac.uk/people.html?person=gb2
http://www.orc.soton.ac.uk/people.html?person=dnp
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 「私たちの発見は、世界の複合材料と最高強度の材料の未来を変えるかもしれず、海洋、

航空、保安産業に多大な影響を与える可能性があります。今後は複合材料におけるこの材

料の利用の可能性を調査したいと考えていますが、航空機、高速モーターボートやヘリコ

プターなどの製品の製造において幅広く利用することができると思います。」と、同博士は

付け加える。 
 
 Payne 教授は次のように説明する。「同じ重量で、シリカナノワイヤーは最も高い強度

を持つ鋼の 15 倍、従来の GRP(Glass Reinforced Plastic:ガラス繊維強化プラスティック)
の 10倍の強度を持っています。使用する材料の量を減らして、製品の軽量化を図れます。」 
 
 「ナノワイヤーの製造に必要なシリカと酸素は、最も良く地殻にみられる二つの元素で、

持続可能で採取が安価です。さらに、インターネットに利用されている光ファイバーを製

造するように、トン単位でシリカナノファイバーを製造することもできます。」 
 
 本研究の資金は、Royal Society が提供する Gilberto の 50 万ポンドのフェローシップフ

ァンディングを利用した Brambilla 博士と Payne 教授による 5 年間の研究開発活動を受

けて提供された。 
 
 Brambilla 博士は、バッキンガムシャー州にある Chicheley Hall の Kavli Royal Society 
International Center において同博士が企画した特別なセミナーで、研究資金を仲間の研

究者と分担した。 
 

「極小の繊維を扱い、困難でも大変やりがいのある研究でした。この繊維は人間の毛髪

の 1000 分の 1 なのに、私はこれを素手で取り扱っていたのです。」と、Brambilla 博士は

話す。 
 
 「慣れるまで時間がかかりましたが、ORC の最先端の設備を使うことで、小さくなるご

とに強さが増すシリカナノファイバーを発見することができました。実際に極小になると、

このナノファイバーは全く異なる挙動を示します。脆弱性がそこで停止して、ガラスのよ

うに割れやすさが無くなり、代わりに可塑性となり樹脂のような壊れ方をします。これは、

このナノファイバーに大きな歪みを加えることができるということを示しています。」 
 
 「これまで私たちの研究では、ナノワイヤーの科学に焦点を当ててきましたが、今後は

これらのファイバーの技術と利用について研究したいと考えています。」と、Brambilla
博士は加えて言う。 
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翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子） 
 
 
出典：本資料は、英サザンプトン大学の以下の記事を翻訳したものである。 
“Southampton scientist develops strongest, lightest glass nanofibres in the world” 
http://www.southampton.ac.uk/mediacentre/news/2013/jan/13_05.shtml 
（Used with permission of The University of Southampton） 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.southampton.ac.uk/mediacentre/news/2013/jan/13_05.shtml
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(1093-3-(1)) 
 

【ナノテク・材料(ナノテク)】 航空、海洋及び保安産業 構造用複合材料 
 
仮訳 
 
高強度で、軽量かつ可塑性のあるシリカグラスナノファイバー（英国） 

2013 年 1 月 11 日 
 
 

英国のサザンプトン大学のオプトエレクトロニクス研究者チームは、構造用複合材料

ビジネスに足を踏み入れたようだ。 
 

プレスリリースによると、同グループは、鋼の 15 倍の強度を持ち、何千キロもの長

さの製造ができる可能性をもつ「最高の強度を持つ最軽量なシリカナノファイバー」の

製造方法を発見した。この発見により、航空、海洋及び保安産業に変革をもたらし、航

空機や高速モーターボート、ヘリコプターなどの製品に活用できるということだ。 
 

この発見は、サザンプトン大学の Optoelectronics Research Centre (ORC)の主任研

究フェローである Gilberto Brambilla 氏と同センターのディレクターである David 
Payne 氏によってなされた。 
 

ブレイクスルーは、シリカグラスナノファイバー

の直径を小さくすればするほど、反対に強度が増す

ことを発見したときに訪れた。Brambilla 氏は、プ

レスリリースで次のように語っている。「通常、フ

ァイバーの強度を高めるには、その直径と重さを増

すことが必要ですが、私たちの研究では、シリカナ

ノファイバーのサイズが小さくなるにつれ、その強

度が増し、しかも超軽量性を保つことが明らかにな

りました｡」 
 
 (同様の研究として、今年の初めに、NIST グルー

プが、シリコンナノワイヤーの直径を 60nm から

20nm に縮小すると、ナノワイヤーの破壊強度が 12GPa から 18GPa まで増加すること

が観察されたという論文を発表している｡) 
 

 
サザンプトン大学(英国)の研究者、Gilberto 
Brambilla 氏は、最高の強度を持つ最軽量の

シリカグラスナノファイバーを開発した。

クレジット: サザンプトン大学 
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ORC グループは、構造用複合材料という観点から、それが何を意味するかを認識し

た。Payne 氏はプレスリリースで次のように語っている。「同じ重量で、シリカナノワ

イヤーは高い強度を持つ鋼の 15 倍、従来の[ガラスファイバー強化プラスチックの]10
倍の強度を持っています。使用する材料の量が減るので、製品の軽量化が図れます｡」 
 

オプトエレクトロニクス研究者チームが、領域を越えて、どのようにグラスファイバ

ー強化の研究に取り組むようになったのかについては、明らかではないが、ORC のウ

ェブサイトによると、Brambilla 氏のグループは光ファイバーやナノファイバーをベー

スにしたセンサーやデバイスを研究する多くのアクティブ･リサーチ･プロジェクトを

手がけており、ナノファイバーを取り扱うために、その機械的特性に自然と興味を抱い

たのだと推測される。 
 

さらに、Brambilla 氏の観察のいくつかは、シリカガラスの構造と特性の関係に新た

な見識を与えてくれるかもしれない。シリカナノファイバーのサイズが小さくなればな

るほど強度が増すだけではなく、「実際、シリカナノファイバーが極小になると、全く

異なる挙動をしました。脆弱性が停止して、ガラスのように割れなくなり、代わりに可

塑性を持ち、プラスチックのように割れるようになりました｡」と Brambilla 氏は語っ

ている。 
 

プレスリリースで、Brambilla 氏は最近英国で開催したセミナーで研究成果を共有し

たと言っている。ナノファイバーの可塑性の秘密が明らかになるよう、Brambilla 氏が

この研究論文を発表してくれるよう期待する。 
 

ガラス強度の話題といえば、例えば Gorilla Glass 3 の紹介や、最近結成された

｢Usable Glass Strength Coalition｣(プロジェクト)が思い浮かぶが、可塑性を持ったガ

ラスとを思い起こすのは、これが初めてである。 
 

このファイバーがどのように作られるのか解明することはできないが、プレスリリー

スで Brambilla 氏は「素手」でナノファイバーを扱ったと語っており、広く一般には、

表面欠陥を導入する良い方法であると言われている。確かに、これはエキサイティング

な発見であるが、研究グループは我々に伝えるべきことがもっとたくさんあるはずだ。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 勝本 智子） 
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出典：本資料は、The American Ceramic Society の以下の記事を翻訳したものである。 
“Strong, lightweight, and ductile (yes, ductile) silica glass nanofibers” by Eileen De 
Guire 
http://ceramics.org/ceramictechtoday/tag/usable-glass-strength-coalition/ 
（Used with permission of The American Ceramic Society） 

http://ceramics.org/ceramictechtoday/tag/usable-glass-strength-coalition/
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(1093-4) 
 
【ナノテク・材料（ナノテク）】CNT 湿式紡糸 クロロスルホン酸溶剤 
 
仮訳 

 

 

 

新ナノテクファイバー：強い耐久性、驚くべき性能(米国) 
著者：Jade Boyd 氏、2013 年 1 月 10 日 
掲載：Current News, Featured Stories 

 
 
他に類を見ない強度、伝導性、柔軟性を併せ持つナノチューブファイバー 
 
 ライス大学でのナノテクノロジー研究における最後のブレークスルーがあったのは

10 年以上も前だが、その内容は今もなお衝撃的なものである。今週、ライス大学、オ

ランダの Teijin Aramid 社、米国空軍、そしてイスラエル工科大学の科学者たちは、見

た目も機能も織物糸に似ていて、金属ワイヤーのように電気や熱の伝導性をもつ、新た

なカーボンナノチューブ(CNT)ファイバーについての公表を行った。研究者たちは今週

の Science 誌掲載記事において、商業化が可能な他の高性能材料よりも様々な点で優れ

ているこの糸状ファイバーの製造を産業規模に拡大させるプロセスを説明している。 
 
 「私たちはようやく、他の材料にはない性能を持つナノチューブファイバーを手に入

れたのです。」と研究チームのリーダであり、ライス大学の化学・バイオ分子工学

(chemical and biomolecular engineering)および化学の教授である Matteo Pasquali 氏
は言う。「見た目は黒い綿糸のようですが、金属ワイヤー、及び強度のあるカーボンフ

ァイバーの両方に似た挙動を示します。」 

 
 研究チームには、ライス大学、オランダ Arnhem にある Teijin Aramid 本社、イスラ

エル Haifa のイスラエル工科大学、そしてオハイオ州 Dayton の空軍研究所(Air Force 
Research Laboratory: AFRL)からの産・学・官の科学者たちが含まれている。 
 

YouTube 映像リンク 

http://www.youtube.com/embed/4XDJC64tDR0?feature=oembed


ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1093, 2013.3.8 
 

21 
 

 
この電球は見た目も感触も織物糸のような

カーボンナノチューブファイバーをより糸

状にしたもの 2 本に吊され、そこから動力

を得ている。ナノチューブファイバーは金

属ワイヤーと同様に熱と電気を伝導する

が、強度と柔軟性に優れている。 

 「新たなCNTファイバーは最良のグラファイ

トファイバーに比べ、熱伝導性では同等である

ものの、電気伝導性は 10 倍です。」と、研究論

文の共著者でTeijin Aramid社のビジネス開発

マネージャーでもあるMarcin Otto氏は言う。

「グラファイトファイバーは脆弱ですが、その

一方でこの新しいCNTファイバーは織物糸のよ

うに柔軟性があり、頑丈です。この性質を組み

合わせることで、航空宇宙や自動車、医療、そ

れにsmart-clothing(スマートクロージング)注 1

といった分野にユニークな性能をもった新製品

がもたらされると期待しています。」 
 
 1991 年にカーボンナノチューブが発見され

て以来、その驚くべき特性は科学者たちを魅了

し続けている。ほとんど DNA 鎖と同じ程度の

幅しかない純粋カーボンチューブの中空管は、

鉄と比較して約 100 倍の強度をもつが、重量は 1/6 である。ナノチューブの(電気と熱

の両方の)伝導性は最良の金属コンダクターのそれに匹敵する。この特性は光起動式セ

ミコンダクターや(体内の)薬物デリバリーデバイス、油吸収スポンジとしても応用でき

る。 
 
 あいにくカーボンナノチューブもまたナノ材料のプリマドンナ(prima donna)と呼べ

るもので、優れた可能性を有しているにもかかわらず、その扱いは難しい。第一に、一

定量のナノチューブを製造する方法を見つけ出すのに約 10 年かかっている。また、科

学者たちは早い段階でユニークな材料特性および電気特性を持つ数 10 種類のナノチュ

ーブが存在することを発見したが、エンジニアたちは未だに(複数の種類が混在しない) 
1 種類のみで構成されるナノチューブの製造方法を模索しなければならない段階であ

る。現状では、どの製造方法を用いても大抵の場合は毛玉のような塊の中に数種類のナ

ノチューブが混在したものが製造されている。 
 

                                                           
注1 訳者注：コンピューター機能が組み込まれた衣服 
参照元：http://www.livescience.com/18238-smart-clothing-wearable-gadgets.html 

http://news.rice.edu/2013/01/10/new-nanotech-fiber-robust-handling-shocking-performance/0110-fiber-lamp2-med/
http://www.livescience.com/18238-smart-clothing-wearable-gadgets.html
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ライス大学内で院生の Dmitri Tsentalovich 氏

が実験用のカーボンナノチューブファイバー紡

績装置を使用している様子。 

 ナノチューブのこうした塊から大規模製

品を製造することは困難とされてきた。太さ

が人間の髪の1/4未満の糸状ファイバーには、

数千万本のナノチューブが並んで収容され

る。こうしたナノチューブは(筆箱の中の鉛

筆のように)真っ直ぐにきちんと整列して収

容されるのが理想とされる。いくつかの研究

所でこうしたファイバー全体の成長方法を

調査したところ、半導体(solid-state)ファイ

バーの生産速度は、「湿式紡糸(wet spinning)」
と呼ばれる化学的プロセスを用いたファイバー製造方法に比べて非常に遅いことが明

らかになった。この湿式紡糸プロセスでは、未加工のナノチューブの塊を液体に溶かし、

小さい穴から(液体を)吹き掛けることで長いより糸構造を形成している。 
 
 Pasquali 氏は 2000 年にライス大学に着任してまもなく、ナノテクノロジーのパイオ

ニアであり、ライス大学 Smalley Institute for Nanoscale Science and Technology の

名でも知られる故 Richard Smalley 氏と共に CNT 湿式紡糸方法の研究を始めた。2003
年、つまり Smalley 氏の早すぎる死の 2 年前に、彼は Pasquali 氏や同僚たちと共に初

の純粋ナノチューブファイバーを作りだした。この研究によってナノチューブのための

工業用湿式紡糸プロセスが確立されたが、これは Teijin 社のトワロン(Twaron)のよう

に、防弾チョッキやその他の製品に使われている高性能アラミドファイバーの製造方法

に似たものであった。ただし、このプロセスには改良が必要とされた。内部の数百万本

のナノチューブ間に生まれる部分的な隙間やズレにより、ファイバーの強度や伝導性は

いまひとつであった。 
 
 「ファイバー内部のカーボンナノチューブ収容の効率を高め、整列配置させることが

重要なのです。」と、イスラエル工科大学の Russell Berrie ナノテクノロジー研究所の

ディレクターを務め、5 年前に Pasquali 氏との共同研究を始めた、研究論文の共著者

である Yeshayahu Talmon 氏は言う。 
 
 次の大きなブレークスルーは、Talmon 氏や Pasquali 氏と同僚たちが初めてナノチ

ューブの真溶剤であるクロロスルホン酸を見つけ出した 2009 年に起きた。科学者たち

はナノチューブの高濃度の濃縮液を作りだす方法を初めて見つけ出し、この進展が整列

配置や収容率に改善をもたらした。 
 

http://news.rice.edu/2013/01/10/new-nanotech-fiber-robust-handling-shocking-performance/0110-fiber-dmitri-med/
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ナノチューブはライス大学と Teijin 
Aramid 社が開発した新たなカーボンナノ

チューブファイバー内に隙間なく包まれ

ている。走査型電子顕微鏡で撮影されたこ

のテストファイバー断面図は、ファイバー

内側の隙間がわずかなであることを示し

ている。 

 「クロロスルホン酸は水と反応してしまうた

め、それまでは誰も制御が可能だとは考えてい

ませんでした。」と Paswuali 氏は言う。「私の研

究室の院生 Natnael Bahabtu 氏がクロロスルホ

ン酸溶液からCNTファイバーを紡ぐシンプルな

方法を見つけ出したのです。それが、この新し

いプロセスにとって重要な意味を持つものでし

た。」 
 
 Pasquali 氏は、出発物質(starting material)、
つまり未加工のナノチューブの塊に原子欠陥の

全くない、長いナノチューブが含まれている場

合には、紡いだファイバーの強度や伝導性を改

善できることを、他の研究室は認識していたと

している。2010 年、Pasquali 氏と Talmon 氏は様々なサプライヤーからのナノチュー

ブを使った実験を開始し、AFRL の科学者たちと共に改良されたファイバーの電気特性

と熱特性の正確な測定を行った。 
 
 同じ時期、Otto 氏は他の研究センターが提案する CNT ファイバー製造手段の評価を

行っていた。彼は Pasquali 氏が発見したもの、Teijin Aramid 社のもつノウハウ、そし

て長い CNT を組み合わせて、より高性能な CNT ファイバーを実現させる構想をもっ

た。2010 年、Teijin Aramid 社はライス大学との共同プロジェクトを設置し、資金提供

を行った。同社のファイバー紡糸の専門家とライス大学の科学者たちが協力してプロジ

ェクトを遂行した。 
 
 「Teijin の科学的および技術的支援のおかげで、強度と伝導性に迅速な改善がもたら

されました。」と Pasquali 氏は言う。 
 
 研究論文の共著者であるライス大学の電気コンピューター工学(electrical and 
computer engineering)教授 Junichiro Kono 氏は次のように述べている。「この研究で

ファイバーの電気伝導性は、初期生産後に適用される技術によって調整および最適化で

きることが明らかになりました。巨視的な CNT ファイバーに、これまで報告された中

で最高の伝導性がもたらされたのです。」 
 
 Science 誌で発表されたこのファイバーは、それまで報告されていた湿式紡糸 CNT
ファイバーと比較して、およそ10倍の抗張力と電・熱の伝導性を有しているとPasquali

http://news.rice.edu/2013/01/10/new-nanotech-fiber-robust-handling-shocking-performance/0110-fiber-sem-med/
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ライス大学の工学教授 Matteo Pasquali(座っ

ている)は、純粋なカーボンナノチューブファ

イバーを創る研究チームに、金属ワイヤー、カ

ーボンファイバー、それに織物糸それぞれの最

適特性を結集させるよう指導した。(左から)ラ
イス大学の院生 Colin Young 氏、Dmitri 
Trentalovich 氏、Teijin Aramid 社の科学者

Ron ter Waarbeek 氏、ライス大学の院生

Mohammed Adnan 氏が研究チームに参加し

ている。 

氏は言う。新しいファイバーの電気伝導性は金、銅、アルミニウムのワイヤーと同等だ

が、この新材料には金属ワイヤーを超える有利性がある。 
 
 たとえば、高い強度と電気伝導性が役立つ

可能性のあるアプリケーションの一つが、デ

ータと低消費電力のアプリケーションだろう

と Pasquali 氏は述べている。 
 
 「金属ワイヤーは細すぎるとローラーや他

の製造機械の中で壊れてしまいます。多くの

場合、単純に細いワイヤーを製造すると強度

がなくなるため、人々は電気的に必要とされ

るよりもかなり太さのある金属ワイヤーを使

っているのです。データケーブルがその最た

る例です。」 
 
 さらに共著者には Behabtu 氏、ライス大学の院生 Colin Young 氏、Dmitri 
Tsentalovich 氏、Amram Bengio 氏、同大ポスドク研究者 Xuan Wang 氏、Anson Ma
氏(現在はコネチカット大学で研究を行っている)、イスラエル工科大学の Olga 
Kleinerman 氏、Yachin Cohen 氏、AFRL の Steven Fairchild 氏、John Ferguson 氏、

Benji Maruyama 氏、Teijin Aramid 社の Ron ter Waarbeek 氏、Jorrit de Jong 氏、

そして Ron Hoogerwerf 氏が含まれる。 
 
 この研究は Teijin Aramid BV 社、Teijin 社、AFRL、空軍科学研究局、イスラエル

工科大学の Russell Berrie ナノテクノロジー研究所、国防省、Welch 財団の支援を受け

て行われた。 
 

 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 望月 麻衣） 
 
出典：本資料は、米国 Rice 大学の以下の記事を翻訳したものである。 
“New nanotech fiber: Robust handling, shocking performance” 
http://news.rice.edu/2013/01/10/new-nanotech-fiber-robust-handling-shocking-perfo
rmance-2/ 
(Used with Permission of Rice University) 

http://news.rice.edu/2013/01/10/new-nanotech-fiber-robust-handling-shocking-performance/0110-fiber-group-med/
http://news.rice.edu/2013/01/10/new-nanotech-fiber-robust-handling-shocking-performance-2/
http://news.rice.edu/2013/01/10/new-nanotech-fiber-robust-handling-shocking-performance-2/
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(1093-5) 
 
【新エネルギー（太陽エネルギー）】 CIGS 半導体 ポリイミド薄膜  
 
仮訳 

 

 

Empa(スイス連邦材料試験研究所)が薄膜太陽電池を 
次のステージへ(スイス) 
変換効率の世界記録を更新 

2013 年 1 月 18 日 
  

 
 スイス連邦材料試験研究所(Empa: Swiss Federal 
Laboratories for Materials Science and Technology)の
科学者たちが、フレキシブル(flexible)なポリマーホイル

上に太陽光を電気に変換する薄膜太陽電池の開発にお

いて世界新記録の変換効率 20.4%という偉業を達成し

た。CIGS 半導体材料(銅、インジウム、ガリウム、セレ

ンの化合物半導体)をベースとした電池は、コスト効果のある太陽光発電を実現させる

可能性を持つことで知られている。この技術は現在、商業用にスケールアップするのを

待つ段階である。 
  
Empa での新プロセスを用いて、ポリイミド薄膜上に高効率でフレキシブルな CIGS 太

陽電池が開発された。 
  
 商業規模のソーラー電力価格を手頃なものにするため、高効率かつ容易に製造ができ、

生産性が高く、低コストの太陽電池を開発しようと、世界中の科学者やエンジニアたち

が試みてきた。今回、Ayodhya N. Tiwari 氏の率いる Empa の薄膜 PV 関連の研究所

(Laboratory for Thin Film and Photovoltaics)で活動する一つの研究チームが一歩(あ
るいは二歩)リードした。彼らはフレキシブルなポリマー基板上の薄膜 CIGS 太陽電池

のエネルギー変換効率で、世界新記録となる 20.4%を達成した。同チームによって 2011
年 5 月に達成された前回の新記録である 18.7%から大幅に改善されている。Tiwari 氏
のチームはここしばらく、様々な薄膜太陽電池技術の調査と開発を行ってきていた。数

年間、研究所はフレキシブルな CIGS 太陽電池の PV 変換効率を強化してきており、グ

ループによる初の世界記録である 1999 年の 12.8%に始まり、2005 年には 14.1%、2010
年には 17.6%、そして 2011 年には 18.7%に達していた。 

javascript:imageview(1533087, '')
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シリコンウェハー電池との効率ギャップを解消 

 
 こうした一連の新記録の中で直近のものが達成できたのは、主に博士課程の学生

Adrian Chirila氏とFabian Pianezzi氏のイノベーティブな発想と優秀なチームワーク

のお陰である。研究チームは光を吸収して太陽電池に光電流をもたらす CIGS 層の特性

調節に成功し、これを低温で成長させた。電池効率の値はドイツ Freiburg にあるフラ

ウンホーファー太陽エネルギーシステム研究所(ISE: Solar Energy Systems)によって

(独立して)認証されている。さらに、Empa によるフレキシブル太陽電池効率の新記録

は、現時点でガラス基板を用いた CIGS 太陽電池の最高記録である 20.3%をも上回って

おり、これは(最も高効率な多結晶シリコンウェハーをベースとした太陽電池に匹敵す

る。) 「私たちは今、ついに、多結晶シリコンウェハーをベースとした太陽電池や、ガ

ラス基板を用いた CIGS 薄膜電池が抱える『効率ギャップ』を解消したのです。」と

Tiwari 氏は言う。 
  
 薄膜、軽量、そしてフレキシブルで高性能な太陽電池モジュールは、ソーラーファー

ム、ビルの屋上やファサードにおける発電、自動車、それにポータブル電子機器等、様々

な用途にとって魅力的であり、また一般的なシリコン技術に比べてさらなるコスト削減

が見込める連続ロール・ツー・ロール式製造プロセスでの製造が可能である。言い換え

れば、彼らは低コスト太陽光発電を近い将来に実現する可能性を持っている。「Empa
で開発されたフレキシブルな CIGS 太陽電池に関する一連の新記録は、薄膜太陽電池が

多結晶シリコン電池の優れた性能にも匹敵することを実証しています。これからは、産

業パートナーと共にコスト効率のあるロール・ツー・ロール製造プロセスの広範囲に及

ぶ技術をスケールアップさせるという、次のステップに向かう時期なのです。」と Empa
のディレクターを務める Gian-Luca Bona 氏は言う。そのために、Empa はフレキシブ

ルな CIGS 太陽電池の商業化に取り組むスタートアップ企業である Flisom 社と協力体

制を組んでいる。 
 
 この研究はスイス国立科学財団(SNSF: Swiss National Science Foundation)、スイ

ス連邦技術革新委員会(CTI: Commission for Technology and Innovation)、スイス連邦

原子力委員会(SFOE: Swiss Federal Office of Energy)、そして EU のフレームワーク

プログラムから数年に渡って支援を受けている。 
 

 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 望月 麻衣） 
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出典：本資料はスイス連邦材料試験研究所(Empa)の以下の記事を翻訳したものである。 
“Empa takes thin film solar cells to a new level 18. January 2013” 
http://www.empa.ch/plugin/template/empa/3/131438/---/l=2 
 

http://www.empa.ch/plugin/template/empa/3/131438/---/l=2
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(1093-6) 
 

【新エネルギー(太陽エネルギー)】【新製造技術(次世代デバイス)】ナノワイヤー  

リン化インジウム 

 
仮訳 
 

太陽電池研究のブレイクスルー(スウェーデン) 
2013 年 1 月 18 日 

 
 

Science の最新号で、スウェーデンのランド大学の研究者が、ナノワイヤーで効率的

かつ安価な太陽電池を作る道を開く方法を明らかにした。 
 
「我々の発見により、実際にナノワイヤーを使って太陽

電池を製造できることが初めて明らかになりました｡」と

語るのは、半導体物理学の研究者で責任執筆者である

Magnus Borgström 氏である。 
 

太陽電池ナノワイヤーの研究は世界中で盛んに行われ

ている。これまで、10%の効率は到達不可能な夢の数字で

あるとされていたが、今般、Borgström 博士と研究仲間

は 13.8%の効率を報告することができた。 
 
このナノワイヤーは、半導体材料であるリン化インジウム(indium phosphide)製で、

太陽光を吸収して発電するアンテナのような働きをする。1mm2の表面上に実装され、

それぞれが 4 百万本のナノワイヤーを格納する。ナノワイヤー太陽電池は、従来のシリ

コン電池の数倍の有効表面ユニット当たりの効果を生み出すことが可能である。 
 

ナノワイヤー太陽電池は、まだ研究室レベルで製造されているだけだが、米国南西部

やスペイン南部、アフリカなど太陽光が豊富な地域の大規模な太陽光発電所で、この技

術を利用することが検討されている。 
 

ランド大学の研究者たちは、やっとのことで、ナノワイヤーの理想的な直径の大きさ

と、合成の方法を特定した。 
 
「ナノワイヤーができるだけ多くの光子を吸収するために、最も重要なのが適切なサ

イズです。10 分の数ナノメートル小さいだけで、機能が大幅に低下します｡」と Magnus 
Borgström 氏は説明する。 
 
家庭用に電気を供給するために使用される、シリコン太陽電池は比較的安価だが、太

陽光の有効部分の一部しか利用できないため非効率である。単一の材料では光のスペク

トラムの一部しか吸収できないからである。 
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それゆえ、ナノワイヤー技術では、太陽光線のスペクトラムの広い領域を有効活用す

るため、異なる種類の半導体材料を組み合わせる研究も並行して行われていた。この研

究のデメリットは膨大な費用がかかり、人工衛星や軍事用航空機といったニッチな分野

でしか使用できないということである。 
 

しかし、ナノワイヤーはこれに該当しない。サイズが小さいため、同じ種類の材料の

組み合わせで、それほど手間をかけずに製造でき、低コストで高効率がもたらされる。

また、工程もそれほど複雑ではない。Science の論文において、表面を 100%ではなく

約 10％覆っただけであるのもかかわらず、ナノワイヤーが同じ材料の薄膜と同レベル

の発電ができることを同研究者たちは示した。 
 
この研究は、EU の資金供与プロジェクトである AMON-RA の一部として行われて

おり、ランド大学の物理学教授 Knut Deppert 氏がとりまとめをしている

(www.amonra.eu)。 
 

「プロジェクトのコーディネーターとして、予想をはるかに越えた、このようなすば

らしい結果を出せたことを大変誇りに思います。もちろん、太陽光ナノワイヤーの研究

を継続し、今回発表した 13.8%を上回る高レベルの効率を達成したいと考えています。」

と Knut Deppert 氏は語っている。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 勝本 智子） 
 
 
出典：本資料は、Lund University の以下の記事を翻訳したものである。 
“Breakthrough for solar cell research” 
http://www.lunduniversity.lu.se/o.o.i.s?id=24890&news_item=5993 
（Used with permission of Lund University） 

http://www.lunduniversity.lu.se/o.o.i.s?id=24890&news_item=5993
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(1093-7) 
 

【新製造技術(次世代デバイス)】 分子デバイス スイッチ効率  

                   
仮訳 
 

堂々と立ち上がりクールに振る舞う（アイルランド） 

エネルギー高効率電子機器の超小型デバイスを開発 

2012 年 1 月 21 日 
 
 
 アイルランド、コーク大学(University College Cork: 
UCC) テ ィ ン ダ ル 国 立 研 究 所 (Tyndall National 
Institute)とシンガポール国立大学(National University 
of Singapore)は共同で、エネルギー効率の良い電子機器

用の超小型デバイスを設計・製造した。開発したデバイ

ス中の分子の挙動を発見し、炭素原子をたった一個変え

ることによりスイッチング効率が 10 倍増となった。そ

れにより、このデバイスは携帯電話やラップトップの過

熱に対処する新たな方法を提供し、また創傷治療のため

の組織修復の電気的な刺激に役立つ可能性がある。高度

に制御可能な電気特性を備えた分子デバイス開発におけ

るこのブレイクスルーは、Nature Nanotechnology の 2
月 号 (Advance Online Publication 
doi:10.1038/nnano.2012.238)に掲載予定である。ティン

ダル国立研究所の Damien Thompson 博士と、Chris 
Nijhuis 教授率いる UCC とシンガポール国立大学の研

究チームは、電動バルブ、すなわちダイオード整流器の

ような分子挙動をベースにしてこの分子デバイスを設計・開発した。 
 
 Thompson 博士は、次のように説明する。 
「これらの分子は大変有用です。なぜなら、スイッチオンでそれらの中で電流を流し、ス

イッチオフでは電流の流れを止めるからです。研究結果では、単純に炭素原子を一個余分

に追加するだけで、デバイスの性能を 10 倍を超えて向上させるのに十分であることがわ

かりました。現在はこれらの結果を踏まえて、新たなアイデアをいろいろと試していると

ころです。最終的には、さまざまな新しい電子機器用コンポーネントを開発したいと思っ

ています。」 

（Ctrl+クリックで画像を拡大） 
酸化還元活性なフェロシン-ア

ルカリ分子が密に詰まって銀電

極上に単一薄膜を作る。低く曲

がらずに立ち上がっている分子

が密接に集合し、デバイスの性

能を劇的に向上させる。 

http://www.tyndall.ie/sites/default/files/news/images/Nature_Nanotechnology_damien.jpg
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Thompson 博士による原子スケールのコンピューター・シミュレーションでは、奇数個の

炭素原子を持つ分子が、偶数個の炭素原子を持つ分子に比べてより真っ直ぐに立ち上がっ

ている様子を示した。これで分子がより密接に詰まることになる。分子の密充填はシンガ

ポールの Nijhuis 教授の研究チームが金属電極の表面に形成したもので、驚くほど欠陥フ

リーである。この高品質デバイスはリーク電流を抑制することができるため、効率的かつ

安定して作動する。このデバイスは、ちょうど光合成や細胞の分裂と増殖を制御する生物

的ナノマシンにおけるように、完全に荷電と分子の形状に基づいてスイッチの切り替えを

クリーンに行うことができる。 
 
 ティンダルの電子理論グループ(Tyndall Electronic Theory Group)のリーダーである

Jim Greer 教授は、次のように説明する。「今日製造されている電話やタブレットなどの近

代の電子デバイスは、分子サイズに近づきつつある極小のスイッチに依存しています。そ

のため課題は大きくとも、有効に利用できる分子特性を融合する絶好の機会を提供してく

れます。Thompson 博士の研究は、情報処理の新たな方法を達成するための分子設計を探

求する、エキサイティングで新しい手段です。」ナノスケール電子機器を実用可能とさせる

鍵となる特性は、分子を整流器やスイッチとして利用する能力であろう。大きく高い再現

性のオン／オフ比で電流を整流する分子の合理的な設計を実証することにより、この研究

は技術的に実行可能な超小型デバイスコンポーネントの製造に向けた重要な進展をもたら

す。分子が端から端まで繋ぐ 5 万個の整流器が、人間の髪の直径ほどのサイズに納まるこ

とになるだろう。コンピューティング、合成や特性評価における進展により、科学者は材

料を原子や分子のスケールで理解し制御することができるのである。 
 
 本研究は、アイルランド側で Thompson 博士が受けた Science Foundation Ireland 
Starting Investigator のアワードにより資金が提供された。コンピューター・シミュレー

ションは、ティンダル国立研究所および Irish Centre for High End Computing にて、

Science Foundation Ireland が支援したコンピューティング・クラスターによって実施さ

れた。これらの実験とシミュレーションの組合せにより、分子配向性と分子充填の微小な

改善が、電子デバイスの性能を劇的に向上させるのに十分な規模のファン・デル・ワール

ス力の変化を誘引することが初めて示された。これに関して Thompson 博士は次のように

説明する。「ファン・デル・ワース力は全ての分子間の力の中でも最も弱いもので、分子が

大規模に集まったとき(凝集力)にのみ強くなります。そのためこれまで、ほとんどの超小

型デバイスの研究において、分子同士を結びつけるのにより強力な「pi-pi」相互作用が利

用されてきました。そしてより弱小の、しかしユビキタスなファン・デル・ワールス力を

無視してきたのです。この研究では、想像しうる全ての分子スケールのデバイスに存在す

るファン・デル・ワールス力を、デバイスの性能を最適化するためにどのように調整がで

きるのかを示しています。」 
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 このデバイスは、順方向バイアス動作では分子間に電流を流し、バイアスが逆転すると

電流をブロックすることにより、ダイオードのように作動する分子に基づいたものである。

分子整流器は 1974 年に初めて提案され、科学的なコンピューティングの進展により、過

去 10 年間において、より優れた電気的反応をもたらす新たな有機材料の開発に分子レベ

ルの設計の利用が可能となった。しかし、分子間の相互作用の相対的な重要性、分子と金

属のコンタクトの性質、および環境効果の影響が問題となっている。この新たな研究は、

分子を集めるファン・デル・ワールス力を制御することにより、デバイスの性能の劇的な

向上が可能であること実証している。炭素原子たった一個の変化で、オン／オフ比が 10
倍の、安定性や再現性が著しく向上したデバイスができる。分子間の密接な充填状態を作

ることにより、デバイスの性能をアップさせる可能性が示されたのだ。 
 
 「分子スケールの電子機器の開発は、シミュレーションと高性能コンピューティングに

大きく依存しています。」と Greer 教授は言い、次のように続ける。「アイルランドにおけ

る研究のインフラ支援を継続して行うことで、世界の産業界のリーダーとの交流の強化や、

影響力のある研究の主要な提供者としてのアイルランドの位置へと繋がる科学的な進展が

可能となるのです。」 
 
連絡先:  
Julie Dorel 
Tyndall National Institute 
tel: + 353 (0)871309322 
email: julie.dorel@tyndall.ie  
 
 
 

 
翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子） 

 
 
出典：本資料は、アイルランド、コーク大学ティンダル研究所(Tyndall National Institute)
の以下の記事を翻訳したものである。 
“Stand tall and keep cool” （http://www.tyndall.ie/news/stand-tall-and-keep-cool） 
(Used with permission of the Tyndall National Institute, University College Cork) 
 

https://post.tyndall.ie/owa/redir.aspx?C=b785a72680134542841b8ecdd114413e&URL=mailto%3ajulie.dorel%40tyndall.ie
http://www.tyndall.ie/news/stand-tall-and-keep-cool
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ORNL の研究者たちはナノ多孔質な固体電解質(写真左

下と右)を開発した。この材料は通常のバルク形態と比較

して 1000 倍の速さでイオンを伝導し、よりエネルギー

密度の高いリチウムイオン蓄電池の実現を可能にする。 
(高画質イメージ) 

(1093-8) 
 
【燃料電池・水素エネルギー（蓄電池） 多孔質な固体電解質  
  ナノストラクチャリング(nanostructuring) 
 
仮訳 
 
 

ORNL(オークリッジ国立研究所)の研究で、より大規模で安全な 
リチウムイオン蓄電池への道が開かれる(米国) 

 
 
 
 【2013 年 1 月 23 日、テネシー州

オークリッジ】充電式の電気自動車や、

供給が断続的な太陽や風力といった

再生可能エネルギーの貯蔵のために

改良された蓄電池の開発を目指し、オ

ークリッジ国立研究所(ORNL)の科

学者たちはエネルギー密度のより高

いリチウムイオン蓄電池用に、ナノ構

造をもつ高性能な固体電解質を初め

て開発した。現行のリチウムイオン蓄

電池は液体電解質を採用しており、こ

の物質によってマイナス電荷された

アノードとプラス電荷されたカソー

ドの間でイオン伝導が起きている。しかし、液体電解質は引火性があり、特に研究者た

ちがより小さなボリュームの蓄電池により多くのエネルギーを蓄えようとする際に、し

ばしば安全性の問題を起こしている。固体電解質を採用した蓄電池の開発によって、

ORNL の研究者たちが実証したように安全性やサイズ制限の課題が解決できるかもし

れない。 
 
 「より安全で軽い電池を作るために、私たちは最初から安全性を念頭においた設計を

する必要があります。」と、雑誌 American Chemical Society に発表された今回の新し

い研究成果を先導した ORNL の Chengdu Liang 氏は言う。「私たちは、蓄電池システ

ムにおいて高い安定性を持ち、特にリチウム金属アノードとの互換性のある従来材料を

使って研究をスタートさせました。」 

http://www.ornl.gov/info/press_releases/photos/battery_JACS.jpg
http://www.ornl.gov/info/press_releases/photos/battery_JACS.jpg
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 純粋なリチウム金属をアノードとして利用した場合、炭素ベースのアノードを採用し

ている現行のものに比べて最終的に 5～10 倍の出力を有する蓄電池を製造することが

できる。 
 
 「反応性の高いリチウム金属が引火性の有機電解質内で循環することで安全性に深刻

な問題を引き起こします。」と Liang 氏は言う。「固体電解質はリチウム金属の循環を

向上させ、安全性も高めることができます。」 
 
 ORNL の研究チームはリチウムチオフォスフェートと呼ばれる物質を操作して固体

電解質を製造しており、これは通常のバルク形態に比べて 1000 倍の速さでイオン伝導

することができる。研究者たちはこの材料を構成する結晶構造を変化させるナノストラ

クチャリング(nanostructuring)と呼ばれる化学プロセスを用いた。 
 
 「クオーツの大きな結晶と、砂浜の非常に細かい砂を思い浮かべてみてください。」

と共著者の Adam Rondinone 氏は言う。「同じ量の物質でも、細かくバラバラに壊され

たものが一緒に入っています。これは同じ原子で構成されていて、大まかに言えば同じ

成分割合のものですが、ナノレベルでみると構造が異なります。そして、この固体物質

は元の大きな結晶よりも優れた速度でリチウムイオンを伝導します。」 
 
 研究者たちは研究用蓄電池セルの試験を続けており、チームの発明品についての特許

はペンディング状態にある。 
 
 「スケールアップが容易になると信じて、私たちは常温における溶液ベースの反応を

利用しています。」と Rondinone 氏は言う。「この物質を大量製造する際のエネルギー

効率を考えた方法です。」 
 
 産業連携の機会については ORNL の Partnerships ウェブサイト 
http://www.ornl.gov/adm/partnerships/index.shtml をご覧ください。 
 
 この研究成果は” Anomalous High Ionic Conductivity of Nanoporous ß-Li3PS4”と
いうタイトルで発表されており、共著者は ORNL の Zengcai Liu 氏、Wujun Fu 氏、

Andrew Payzant 氏、Xiang Yu 氏、Zili Wu 氏、Nancy Dudney 氏、Jim Kiggans 氏、

Kunlun Hong 氏、Adam Rondinone 氏、そして Chengdu Liang 氏。この研究活動は

DOE 科学局の Division of Materials Sciences and Engineering(材料科学・工学部門)
の支援を受けている。 

http://www.ornl.gov/adm/partnerships/index.shtml
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 材料合成と特徴づけについてはナノスケール材料研究センター(CNMS)の支援を受

けて行われた。CNMS は、DOE 傘下の、ナノスケールの学術的研究を実施する国立の

ユーザ施設である 5 つのナノスケール科学研究センター(the Nanoscale Science 
Research Centers: NSRCs)の 1 つである。NSRCs は、一連の相補的な施設によって構

成されており、これらの施設は研究者に対して、ナノスケール材料の加工、処理、特性

評価、モデル化を実施するための最先端の機能を提供しており、国家ナノテクロジーイ

ニシアティブ(National Nanotechnology Initiative : NNI)のうちの最大規模のインフ

ラ投資を受けている。NSRCs はそれぞれ DOE のアルゴンヌ、ブルックヘブン、ロー

レンスバークレー、オークリッジ、サンディア、ロスアラモスの各国立研究所に拠点を

置く。DOE の NSRCs に関する詳しい情報はこちら 
http://science.energy.gov/bes/suf/user-facilities/nanoscale-science-research-centers/ 
ORNL は DOE 科学局の代理である UT-Battelle によって運営されている。 
 
 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 望月 麻衣） 
 

出典：本資料は、米国オークリッジ国立研究所の以下の記事を翻訳したものである。 
“ORNL research paves way for larger, safer lithium ion batteries” 
http://www.ornl.gov/info/press_releases/get_press_release.cfm?ReleaseNumber=mr
20130123-00 

http://science.energy.gov/bes/suf/user-facilities/nanoscale-science-research-centers
http://science.energy.gov/bes/suf/user-facilities/nanoscale-science-research-centers
http://science.energy.gov/bes/suf/user-facilities/nanoscale-science-research-centers
http://science.energy.gov/
http://www.ornl.gov/info/press_releases/get_press_release.cfm?ReleaseNumber=mr20130123-00
http://www.ornl.gov/info/press_releases/get_press_release.cfm?ReleaseNumber=mr20130123-00
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(1093-8-(1)) 
 
【燃料電池・水素エネ（蓄電池）】ナノポーラス構造 ナノメートルサイズ構造体 
 
仮訳 
 

ナノポーラス β-Li3PS4の極めて高いイオン伝導率(米国) 
2013 年 1 月 30 日 

 
(著者) 
Zengcai Liu †, Wujun Fu †, E. Andrew Payzant †‡, Xiang Yu †, Zili Wu †§, Nancy J. Dudney ‡, Jim 
Kiggans ‡, Kunlun Hong †, Adam J. Rondinone †, and Chengdu Liang *† 
† Center for Nanophase Materials Sciences, Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, Tennessee 
37830, United States 
‡ Materials Science and Technology Division, Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, Tennessee 
37830, United States 
§ Chemical Sciences Division, Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, Tennessee 37830, United 
States 
 
 
要約： 

リチウムイオン伝導性の固体電解質は、高エネルギーのバッテリー特性を可能にし、

従来のリチウムバッテリーの安全性の問題を避けられると期待されている。固体電解質

における高いイオン伝導性と広い電位窓の組み合わせを達成したことは、バッテリー素

材の合成にとって大きな挑戦である。本稿では、ナノ構造の Li3PS4の製造を通し、常

温でのリチウムイオン伝導率の 3 桁の増加を実証している。この材料は広い電位窓(5V)
とリチウム金属に対して優れた化学的安定性を持っている。Li3PS4のナノポーラス構造

が、イオン伝導性を増大させる次の 2 つの不可欠な効果を両立させる。(1)ナノメート

ルサイズの構造体にまでサイズを小さくすることで、高温時に起きる高伝導 β フェーズ

(high-conduction β phase)を安定させる。また、(2) ナノポーラス Li3PS4の高いバルク

に対する表面積の比（surface-to-bulk ratio）が表面伝導を高める。固体電解質のイオ

ン伝導性を操作することは、バッテリー、燃料電池、センサー、太陽光発電システム等

を含む、多岐にわたる応用での材料設計や合成に大きな影響を与える。 

 

Copyright © 2013 American Chemical Society 

 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 勝本 智子） 

 



ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1093, 2013.3.8 
 

37 
 

出典：本資料は、American Chemical Society の以下の記事を翻訳したものである。 
“Anomalous High Ionic Conductivity of Nanoporous β-Li3PS4” 
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja3110895?prevSearch=Anomalous%2BHigh%2
BIonic%2BConductivity%2Bof%2BNanoporous%2B%25CE%25B2-Li3PS4&search
HistoryKey 

（Used with permission of American Chemical Society） 

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja3110895?prevSearch=Anomalous%2BHigh%2BIonic%2BConductivity%2Bof%2BNanoporous%2B%25CE%25B2-Li3PS4&searchHistoryKey
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja3110895?prevSearch=Anomalous%2BHigh%2BIonic%2BConductivity%2Bof%2BNanoporous%2B%25CE%25B2-Li3PS4&searchHistoryKey
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja3110895?prevSearch=Anomalous%2BHigh%2BIonic%2BConductivity%2Bof%2BNanoporous%2B%25CE%25B2-Li3PS4&searchHistoryKey
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(1093-9) 
【情報通信(半導体)(ストレージ・メモリー)】 
【新製造技術(次世代デバイス)】 

スピントロニックチップ コバルト、白金、ルチニウム  
仮訳 
 

3Dマイクロチップが登場（英国） 

新開発のマイクロチップは前後左右のみならず上下にも情報を送る 
 

 
 

 
 
 英国ケンブリッジ大学の科学者らは初めて、3 次元(3D)
方向への情報伝達を可能とする新しいタイプのマイクロチ

ップを開発した。現在、マイクロチップはデジタル情報を

左から右、または前から後ろという、極めて限定された方

向でしか運ぶことができない。この研究結果の論文は、1
月 31 日に Nature 誌に掲載された。 
 
 論文の著者であるケンブリッジ大学の Reinoud 
Lavrijsen 博士は、「現行のマイクロチップはバンガロー(一
階建ての平屋)のようなもので、すべてのことが同じフロア

で起こっています。私たちは、情報が各フロアを行き来で

きるように階段を作りました。」と、説明する。 
 

3D マイクロチップ 
LindenArtWork によるイメージ画 

 

「私たちは、実際にデータ

がナノ階段を一段ずつ登

っていく様を観ることが

できるのです。」 
           
 
－ケンブリッジ大学物理
学 科 、 Cavendish 
Laborator 所属のこの研究
グ ル ー プ の リ ー ダ ー
Russell Cowburn 教授 
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 現在のように情報を一つの層に詰め込むのではなく、いつくかの層へと散らばらせるこ

とにより、将来 3D マイクロチップはチップの記憶容量を増大させると科学者らは考えて

いる。 
 
 同大学の科学者らはこの研究において、電子の微細な磁気モーメント、すなわち「スピ

ン」を活用(電荷をベースとしたエレクトロニクス技術を利用する現行のチップの多くと異

なる) した、スピントロニックチップ(spintronics chip)と呼ばれる特殊な種類のマイクロ

チップを利用した。スピントロニックチップは、コンピューターでの利用が増えており、

数年内には標準的なメモリーチップとなると広く信じられている。 
 
 マイクロチップの製造には、「スパッタリング(spattering)」と呼ばれる実験的な手法を

利用した。シリコンチップ上に効率的に、コバルト、白金、ルチニウムのそれぞれの原子(層)
のクラブ・サンドイッチ(3 枚のパンを重ねたサンドイッチ)を作った。コバルトと白金の原

子(層)が、ハードディスクドライブがデータを貯蔵するのと同様な方法でデジタル情報を

貯蔵する。ルチニウム原子(層)がメッセンジャーとして機能し、隣接するコバルトと白金

の層間で情報をやり取りする。それぞれの層は、たった原子 2、3 個分の厚さである。 
 
 その後 MOKE(磁気光学 Kerr 効果：Magneto-optical Kerr Effect)と呼ばれるレーザー

技術を利用して、それぞれの層のデータ内容を調べた。磁界をオン・オフ切り替えすると、

MOKE の信号中にデータがチップの底から上部へと各層毎に登っていく様子を観察した。

それからまた違った測定方法を用いて、この結果を確認した。 
 
 ケンブリッジ大学の物理学科の Cavendish Laboratory に所属する、この研究グループ

のリーダーである Russell Cowburn 教授は、以下のように説明する。「私たちの実証した

スピントロニクスの階段は、それぞれ原子 2、3 個分の高さでしかありません。ナノテク

ノロジーを利用することで、研究室においてこれほどの精度で構造物を作ることができる

だけでなく、高度なレーザー機器を利用して実際にデータがナノ階段を一段ずつ登ってい

く様を観ることができるとは、驚くべきことだと思います。」 
 
 「これは、先進材料科学の効果を示す優れた一例です。従来では、一連の電子トランジ

スタを使ってこのようにデータを移動させていました。しかし、単純にコバルト、白金、

そしてルチニウムなどの基本的な元素を組み合わせることによって、同様な効果を達成す

ることができたのです。これは、原子や材料の基本的な能力を活用して、ビルトインの機

能性を持たせるという、21 世紀の構築方法です。」 
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 この研究は、欧州研究会議(European Research Council: ERC)、アイザック・ニュート

ン・信託基金 (Isaac Newton Trust)、およびオランダ科学研究機構 (Netherlands 
Organisation for Scientific Research: NOW)により資金提供された。 
 

 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子） 
 
 
出典：本資料は、ケンブリッジ大学(University of Cambridge)の以下の記事を翻訳したも

のである。 
“3D microchip created” 
（http://www.cam.ac.uk/research/news/3d-microchip-created/） 
(Used with Permission of the University of Cambridge) 
 
 
 
 

http://www.cam.ac.uk/research/news/3d-microchip-created/
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(1093-10) 
【ナノテク・材料(ナノテク)】  

巨大炭素分子 炭素ポリマーハイブリッド材料 

 
仮訳 

 
持続可能なテクノロジーを実現する巨大な炭素分子（ドイツ） 

共同研究プロジェクトで樹脂とグラフェンから革新的なハイブリッド材料を開発 

2013 年 1 月 29 日 フライブルグ 
プレスリリース 

 
 
 共同研究プロジェクトである「FUNgraphen」の科

学者らは、炭素のある特定の形に関する新たな技術に

期待を寄せている。彼らは、蜂の巣のような形状を作

る炭素原子の層から構成されるグラフェンの分子を利

用して、特異な特性を備えた新しい炭素高分子と炭素

分子複合材料を開発した。この物質を利用可能にする

ために必要なプロセスは複雑でコストがかかるため、

これはプラスチック利用の大部分において価値の無い

ものであった。 
 ドイツ、フライブルグ大学のフライブルグ材料研究

セ ン タ ー (Freiburg Materials Research Center: 
FMF)の化学の教授であり、FMF のマネージングディ

レクターである Rolf Mülhaupt 博士の率いる研究グループは、プラスチック利用に適する

ようにグラフェンとポリマーを組み合わせることに成功し、キログラムスケールの材料最

適化の準備を進めている。ドイツ連邦教育研究省(Federal Ministry of Education and 
Research)が資金を提供する「FUNgraphen」プロジェクトは、産業諮問委員会の支援と

共に FMF において取りまとめられている。FMF 以外のプロジェクトパートナーは、ドイ

ツ、バイロイト大学(University of Bayreuth)、ベルリンにあるドイツ連邦材料試験研究所

(Federal Institute for Materials Research and Testing: BAM)、そしてフライブルグにあ

るフラウンホーファー材料メカニズム研究所(Fraunhofer Institute for Mechanics of 
Materials in Freiburg)である。 
 
 FMF の開発したプロセスでは、自然のグラファイト由来で再生可能な炭素源である炭

素原子のそれぞれの層が、物理的かつ化学的にポリマーに貼り付いている。その結果、1mm
の百万分の 1 を下回る薄さと 1mm の百分の 1 を超える幅を持つ、巨大分子

（Ctrl+クリックで画像の URLへ） 
炭素物質グラフェンの多くの層(左上)

から成るグラファイト(左下)。フライ

ブルグ大学で開発されたグラフェン巨

大分子は、1mm の百万分の 1 を下回る

薄さであるが、大きな面積をカバーし、

1mmの百分の 1を超える幅を達成する。 

 

http://www.pr.uni-freiburg.de/pm/2013/pm.2013-01-29.27-en/image/image_view_fullscreen
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(macromolecule)と言われる大きな炭素の分子となる。その結果得られる巨大な炭素分子

と炭素ポリマーハイブリッド材料は、軽量で耐久性があり、環境に優しく電導性を持つだ

けでなく、熱、化学薬品、放射線への耐性を持ち、気体や液体への不浸透性も持つ。「この

材料は、プラスチックの資源とエネルギー効率を大幅に向上させる可能性を持っています。」

と、Mülhaupt 博士は言う。 
 
 さらに、研究者らはこれらの巨大な炭素分子のいくつかを無害の溶液、水、プラスチッ

ク中で分散させて、結合剤や分散剤を必要としない濃厚で安定した分散物質を作った。こ

の混合物は、表面のコーティング剤として、また電導性炭素フィルムや電気導電性のマイ

クロパターンの印刷に利用可能である。このようにして、炭素は高価な遷移金属であるパ

ラジウムやインジウムの代替となることができる。「この材料の利用先は、プリンテッド・

エレクトロニクスから、シンプルな触媒回収機能を有するファインケミカルの生産のため

の細孔デザインを持つプリンテッド・触媒まで及びます。」と、Mülhaupt 博士は言う。 
印刷された電導性炭素の層は、インジウムスズ酸化物層のそれに比べ機械的な強さがより

高い。FMF の科学者らはまた、電導性、放射線への耐性、より高い気密性を同時に実現

しながら、巨大炭素分子でプラスチックとゴムを機械的に強化することにも同時に成功し

ている。これらは、帯電防止、不浸透性の燃料タンクや燃料経路、電磁気の干渉から保護

されたケーシング、輸送において燃料消費を減少させる気密性の高い車両タイヤなどに利

用できる興味深い候補物質となる。 
 
 プロジェクトパートナーの研究の事例では、巨大炭素分子が現在一般的に利用されてい

る炭素のナノ粒子に比べより多様性に富むということが実証されており、持続可能な材料

と技術の開発への新たな可能性が切り開かれている。バイロイト大学の「FUNgraphen」
研究チームの Volker Altstädt 教授・博士は、巨大炭素分子を添加することにより、発泡

体のセルのサイズを大幅に減少させた。これにより発泡体の断熱特性の向上が可能となり、

新たに高効率な断熱材料が開発できる。BAM の Bernhard Schartel 博士の率いる

「FUNgraphen」研究チームは、この新しい巨大炭素分子の微量の混合物を添加すること

で、ハロゲンフリーの難燃剤の防火効果の向上に成功している。この新たな材料を含んだ

プラスチックは、高温度下で変形し、火に接触すると直ちに燃え始める保護されていない

プラスチックと異なり、数回にわたり火を付けた後も引火しない。 
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詳しくは下記を参照： 
http://portal.uni-freiburg.de/fungraphen 
 
Original Publication: 
F. J. Toelle, M. Fabritius, R. Mülhaupt, Advanced 
Functional Materials (2012), 22(6), 1136-1144. 
Emulsifier-Free Graphene Dispersions with High 
Graphene Content for Printed Electronics and 
Freestanding Graphene Films. 
 
連絡窓口： 
Prof. Dr. Rolf Mülhaupt 
Freiburg Materials Research Center (FMF) 
University of Freiburg 
Phone: +49 (0)761/203-6270 
E-Mail:rolf.muelhaupt@makro.uni-freiburg.de 

 
  
  
 

 
翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子） 

 
 
出典：本資料は、独フライブルグ大学(University of Freiburg)の以下の記事を翻訳したも

のである。 
“Giant Carbon Molecules for Sustainable Technologies” 
（http://www.pr.uni-freiburg.de/pm/2013/pm.2013-01-29.27-en） 
(Used with Permission of the University of Freiburg) 
 
 
 
 
 

「FUNgraphen」チームは、プラスチックと炭

素物質のグラフェンから革新的な材料を開発

している。 

http://portal.uni-freiburg.de/fungraphen
mailto:rolf.muelhaupt@makro.uni-freiburg.de
http://www.pr.uni-freiburg.de/pm/2013/pm.2013-01-29.27-en
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(1093-11) 
 
【ナノテク・材料（ナノテク）】 粒子の境界 

 

仮訳 

 
瑕疵フリーのグラフェンへの道(英国) 

2013 年 2 月 13 日 
 

グラフェンを弱くしたり、グラフェン内部で電子が自由に動くのを妨げたりする瑕疵を

作らずにグラフェンが成長する新しい方法は、エレクトロニクスやエネルギー、ヘルス

ケアのような分野で応用されるグラフェン･ベースのデバイスの大規模な製造への道を

開く可能性がある。 

 

オックスフォード大学の研究者が率いるチームが、

化学蒸着法という既存の技術を使って、グラフェ

ン(1 原子の厚さの炭素層)が成長する際に、グラフ

ェンの小さな薄片が乱雑に並び、同時に成長する

薄片の間に瑕疵または「継ぎ目」が残される、と

いう重要な問題を克服した。 

 

ACS Nano で発表された論文で報告されたこの発

見では、「ドメイン」として知られるこれらのグ

ラフェン薄片を、比較的安価な銅箔上で炭素原子

の配列を操作することで、どのように整列できる

かについて示されている。つまり、銅の表面の原

子構造が、その上部で成長する炭素原子の整列を

コントロールする「ガイド」として働く。 

 

この銅のガイドのコントロールと成長にかかる圧力が重なって、これらのドメインの厚

さや端の形状、端が接する粒子の境界(効率的なグラフェン･ベースの電気及び電子デバ

イスを作るのに必要な電子のスムーズな進行の妨げとなる「継ぎ目」)をコントロール

することが可能になる。 

 

 

 
粒子の境界に沿って形成されたグラフィン･ド

メインを表した光学顕微鏡写真 
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「グラフェンの薄片を成長させる従来の方法では、

整列していないグラフェン・ドメインによく悩ま

されました。」と語るのは、研究を指揮するオッ

クスフォード大学の材料学科の Nicole Grobert 博
士。「我々の発見で、「ドメイン」と呼ばれるこ

れらの薄片がきちんと整列した、大きなグラフェ

ン・シートを作れることが実証されました。これ

によって、さらに素晴らしく、強く、「電子に優

しい」素材が作れます。」 

 

基本的に、製造可能なグラフェン・シートのサイズは銅のベース･シートのサイズに限

定される。 

 

ドイツの Forschungszentrum Juelich、ギリシアの University of Ioannina、Renishaw 
plc からの研究者を含むオックスフォードが率いるチームは、新しい技術を使うことで

二層のグラフェン･ドメイン(ぎっしり詰め込まれた炭素原子の二重層で、並はずれた電

気特性のため、特に注目されている)を選択的に成長させることが可能だということも

実証した。 

 

「以前は銅を基材として使ってきましたが、実際に多くの異なるタイプの銅の表面がグ

ラフェンの構造を強力にコントロールできることを、誰もが実証したというのは、これ

が初めてです。」と Grobert 博士。「これは、コントロールされたやり方で、産業規模

でのグラフェンの製造法を見つけるための重要な一歩です。基礎研究と有用なグラフェ

ン･ベースの技術を構築する間にある溝を埋めるには欠かせないことです｡」 

 

「Controlling the Orientation, Edge Geometry, and Thickness of Chemical Vapor 
Deposition Graphene(化学蒸着法グラフェンの整列、端の形状、厚さのコントロール)」
という題名の研究論文は ACS Nano 誌にオンライン掲載された。 

 

研究チームは、オックスフォード大学の技術移転企業である Isis Innovation の助力を

受け、2012 年にこの研究成果を英国で特許出願した。 

 

 

 

 

「実際に多くの異なるタイプの銅の表面がグ

ラフェンの構造を強力にコントロールできる

ことを、誰もが実証したというのは、これが初

めてです。」 

Nicole Grobert博士 
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翻訳：NEDO（担当 総務企画部 勝本 智子） 

 

出典：本資料は、Oxford University の以下の記事を翻訳したものである。 
“Routes towards defect-free graphene” 
http://www.ox.ac.uk/media/news_stories/2013/130201_1.html 

（Used with permission of Oxford University） 

 
きちんと整列した六角形のグラフェン･ドメインの走査

型電子顕微鏡の画像 

http://www.ox.ac.uk/media/news_stories/2013/130201_1.html
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(1093-12) 
 

【ライフサイエンス(医療機器)】 ナノダイヤモンド粒子(NDPs) NDPプローブ 

 
仮訳 

ダイヤモンドはガン患者の一番の友（欧州） 

2013 年 1 月 31 日 
 
この度、EU の資金提供による研究プロジェクトにより、昔から「女の子の一番の親友」

であったダイヤモンドの、その伝説的な輝きを超えるユニークな特性が実証された。ダイ

ヤモンドは、これまで可能とされていたよりも早期にガンの発病を検知する斬新な方法を

も提供する。これにより、さらに効果的な治療が可能となり、多くのガン患者の命を救う

ことができるかもしれない。 
 
 
ガンは、ヒト細胞中で異常な成長パターンが起こり始め

ることから生じる。ヒト細胞で起こっている移転プロセス

をリアルタイムでモニターする方法を科学が発明できれば、

ガンを生じさせ得る異常について早期の発見を可能にする

だけでなく、ガンが進行してしまう前に治療する機会を提

供するだろう。 
 
 この課題に取り組むために、ベルギー、チェコスロバキ

ア、ドイツ、アメリカ、そしてオーストラリアから研究パ

ートナーを集めた 3 年間のプロジェクトである DINAMO が 2010 年に設立された。この

研究コンソーシアムが直面した主要な課題は、ヒト細胞中のプロセスを、正常な細胞機能

を乱さずに長期間に渡ってモニタリングする方法を発見することは不可能であることが判

明したため、これまでの取り組みは失敗に終わったということだった。 

 
 DINAMO コンソーシアムは、ナノダイヤモンド粒子(nanodiamond particles: NDPs)
として知られるダイヤモンドの極小の粒をベースとした全く新しい技術の開発に焦点を当

てている。研究チームは、ダイヤモンドの持つ特性の特定な組合せにより、NDPs がたん

ぱく質から DNA まで生体分子を検知できるプルーブの構築に最適な材料であることの実

証に成功した。ナノスケールでの細胞中の分子のプロセスの研究に、このようなプルーブ

を利用することができる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  Fotolia 
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 何よりもまず、NDPs の極小サイズにより、細胞を傷つけることなく非侵襲で個々の細

胞膜に入り込むことができる。また、それと等しく重要なことに、NDPs は「生体適合的」、

つまり、細胞のメカニズムに影響を与えることなく長時間細胞中に留まることができる。 
 
 さらに、NDPs は、さまざまにユニークな光学的、電子的、表面特性を持たせるように

作り替えることが可能であり、一旦狙った細胞中に入ると、NDPs プローブは個々のガン

細胞中で起こっているプロセスを検知し、その情報を伝えることができる。ベルギーを拠

点とする IMEC の Strategic Research Manager Material Physics に所属する、DINAMO
のプロジェクトコーディネーターである Milos Nesladed 教授は、これらの「作られた」

特性には、発光性と特定の磁気的性質が含まれていると説明する。 
 
 「これは、この研究におけるありがたい要素の一つです。」と、Nesladek 教授は言い、

次のように続ける。「発光性と磁気的な特性は、NDPs の細胞環境との相互作用によって変

化し、そこで、つまりドイツのシュトゥットガルト大学(University of Stuttgart)で現在開

発されているプローブで起こっているプロセスに関する情報を私たちに提供してくれま

す。」 
 
 また、ドイツのヴュルツブルク大学(Julius Maximilians Universitaet Wuerzburg)とチ

ェコ科学アカデミー(Academy Science of the Czech Republic)の共同研究では、ダイヤモ

ンド粒子の表面特性が、主要な DNA 分子などの特定の生体分子へと貼り付くことを可能

とするように処理することができることが実証された。これらの生体分子が狙った細胞へ

と正確に運ばれると、細胞中の生物学的要素を測定し、モニタリングし、さらには変造す

ることができる。NDPs はこのように、ガン化を事前にモニタリングし、検知するツール

であるだけでなく、それらを正常化する可能性をも兼ね備えている。 
 

 「特定の特性の組合せにより、細胞プロセスと生物分子の事象を追跡してそれらの画像

を提供するだけでなく、将来的には実現可能と考えられる治療やモニタリングを目的とし

て特定の生物分子の正確な標的搬送を遂行するユニークな能力を NDPs に持たせます。」

と、Nesladek 教授は言う。 
 
 DINAMO プロジェクトはこれまで、乳ガンと大腸ガンにおける NDP プローブの利用を

注視してきたが、この技術が他のさまざまな種類のガンにも広く適用できるはずだと、同

教授は言う。米国のノースウェスタン大学(Northwestern University)における実験の結果

では、NDPs を利用して腫瘍に送った抗ガン処置が、既存の薬品に伴う有毒な副作用を減

少させ、より効果的な処置となったことをすでに実証している。 
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 しかし、この研究はここでは終わらない。DINAMO プロジェクトの残された主要な目

的の一つは、NDP プローブをガン幹細胞の検知に利用する可能性を探ることだと、

Nesladek 教授は言う。ガン幹細胞は、ガン細胞の中核に位置する細胞であり、初期治療

の後に腫瘍の再増殖を促進すると考えられている。これらの細胞を検知する診断方法は、

まだ存在しない。 
 
 
プロジェクトの詳細 
 参加組織：ベルギー(コーディネーター)、ドイツ、チェコ、オーストラリア、米国 
 プロジェクト番号 FP7 245122 
 プロジェクト予算総額：€ 3 966 122 
 EU 負担額：€ 2 787 892 
 実施期間：2010 年 5 月～2013 年 4 月 
 

 
 

 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子） 
 
 
出典：本資料は、欧州委員会(European Commission)の以下の記事を翻訳したものである。 
“Diamonds - A cancer patient's best friend” 
（http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/news/a
rticle_13_01_31_en.html&item=All&artid=29135&caller=SuccessStories） 

http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/news/article_13_01_31_en.html&item=All&artid=29135&caller=SuccessStories
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/news/article_13_01_31_en.html&item=All&artid=29135&caller=SuccessStories
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(1093-13) 
 
【情報通信（半導体）】トンネル電界効果トランジスター 
 
仮訳 
 

新たな半導体研究で IC バッテリー寿命が 10 倍に(米国) 
リリース日：2013 年 1 月 23 日 

連絡先：Michelle Cometa 
585-475-4954 又は macuns@rit.edu 

 
 
新たな材料とプロセスを用いた基礎実験により、低消費電力のトンネルトラン

ジスターエレクトロニクス実現に向けたマイルストーンを達成 
 
 ロチェスター工科大学(RIT)、国際半導体コンソーシアム SEMATECH、そしてテキ

サス州立大学の研究者たちは、新たな手段および材料を用いて低消費電力の集積回路

(integrated circuits)を製造し、携帯端末用バッテリーの寿命を従来トランジスター使

用時の 10 倍に引き延ばせることを実証した。 
 
 今回のブレークスルーの鍵となったのがトンネル電界効果トランジスターである。ト

ランジスターは材料を通して回路内部に流れる電流を制御するスイッチである。丘を超

える車のような動きをする通常のトランジスターと異なり、トンネル電界効果トランジ

スターの動きはトンネルをくぐって丘を通過するのに似ていると、electrical and 
microelectronic engineering(電気・マイクロ電子工学)の准教授 Sean Rommel 氏は語

る。 
 
 「現行のトランジスター技術への実用的な代替品に必要とされる十分な大きさの駆動

電流を用いた実証は、まだトンネル電界効果トランジスターでは行っていません。」と

Rommel 氏は言う。「ですが、今回の研究ではこれまで行われた実証実験の中で最も大

きなトンネル電流量が最終的に達成され、トンネル電界効果トランジスター技術の実現

可能性に関する疑問は解消されたことになります。」 
 
 Rommel 氏は RIT のマイクロ電子工学プログラム及びマイクロシステム工学プログ

ラムに所属する David Pawlik 氏、Brian Romanczyk 氏、そして Paul Thomas 氏の 3
名の院生と共に研究を行った。研究チームは SEMATECH とテキサス州立大学の同僚

と共に、昨年 12 月にサンフランシスコで開催された国際電子デバイス会議
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(International Electron Devices Meeting)において今回の研究成果についての発表を

行っている。 
 
 電流レベルを正確に観察及び計測するため、製作及び試験手順は RIT で行われた。

直径が 120 ナノメートル未満で垂直構造をもつ江崎トンネルダイオードの製作および

試験を行うプロセスを開発したのは Pawlik 氏である、と Rommel 氏は説明する。この

手順によって研究者たちは数百ものダイオードをサンプル毎に測定できるようになっ

た。このナノメートル規模の測定が可能なデバイスを実験で用いたお陰で、これまで報

告されたどのトンネル電流よりも十分な大きさの電流を実験的に観察することが可能

となった。 
 
 江崎トンネルダイオードは 1957 年に発見された初の量子デバイスで、一連の材料シ

ステムやパラメーター毎のトンネル電流出力を表すマップの作成に使用されてきた。研

究者たちはマイクロからメガアンペアまでの範囲で比較できる単一の参照結果を初め

て入手したことになる、と Rommel 氏はつけ加える。 
 
 「この研究成果は他の人々によって、将来の携帯デバイス用低消費電力集積回路を実

現させる上で必要となる、より高性能なトンネル電界効果トランジスターの製作に用い

られるでしょう。」と彼は言う。 
 
 高性能かつ低消費電力の電子デバイス製造分野における当該研究チームの研究成果

は論文『Benchmarking and Improving III-V Esaki Diode Performance with a Record 
2.2 MA cm2 Current Density to Enhance Tunneling Field-Effect Transistor Drive 
Current.』でも詳述されている。全米科学財団、SEMATECH、RIT の研究事務局(Office 
of the Vice President of Research)が当該研究の支援を行っている。 
 
 「SEMATECH、RIT、そしてテキサス州立大学は当該研究を通じ、10nm 未満の大

きさのノード用基本材料に関して重大なブレークスルーを達成しました。」と

SEMATECH の Front End Processes ディレクターPaul Kirsch 氏は言う。「国際電子

デバイス会議で発表された III-V 族(元素)江崎トンネルダイオードの性能に関する研究

成果によって、トンネル電界効果トランジスターの実現可能性に対する疑問が解消され、

低電圧トランジスター技術の実用的基礎が築かれたのです。」 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 望月 麻衣） 
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出典：本資料は、米国ロチェスター工科大学の以下の記事を翻訳したものである。 
“New semiconductor research may extend integrated circuit battery life tenfold” 
http://www.rit.edu/news/release.php?id=49699 
(Used with Permission of Rochester Institute of Technology)

http://www.rit.edu/news/release.php?id=49699
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(1093-14) 
 
【環境調和型エネルギー（CCS）】Coal-Direct Chemical Looping(CDCL) 
 
仮訳 
 
DOE 支援プロジェクトがクリーンコール CO2回収技術を促進(米国) 

リリース日：2013 年 1 月 29 日 
 
 
 
オハイオ州立大学の研究者たちが高度 Chemical Looping プロセスの実現性を

明らかに 

  
 【ワシントン DC】オハイオ州立大学(OSU)の研究者たちは、電力と高純度二酸化炭

素 (CO2)を発生させる特許取得済みのワンステッププロセスである Coal-Direct 
Chemical Looping(CDCL)技術の 200 時間超の連続運転に成功した。OSU の

Liang-Shih Fan 教授によって行われた試験では、現時点において世界中で最も長時間

の Chemical Looping 技術の総合運転ができることが示された。 
 
 この試験は DOE の CO2回収プログラム後援による OSU の 25 キロワットサーマル

(kWt)CDCL 燃焼サブパイロットユニットで実施された。これは、国内にある膨大な石

炭埋蔵量の使用を促進する上で必要とされるイノベーティブな環境制御技術の開発を

行うための施設である。DOE 化石エネルギー局の国立エネルギー技術研究所が運営す

るこのプログラムの明確な目標は、CO2の回収・圧縮技術を開発し、新規および既存の

石炭火力発電所に設置することで、CO2回収における資本コストやエネルギー損失を半

分以下(CO2回収費がメトリックトン当たり$40 未満に相当)に減らすことである。この

試験の成功によって、Chemical Looping の実用化が近づいた。 
 
 Chemical Looping は高度な技術であり、従来型の燃料(設備)に様々な利点をもたら

す。このシステムでは鉄酸化物のような金属酸化物から燃焼に必要な酸素が供給される。

燃料炉内の還元性雰囲気において金属酸化物が酸素を放出し、この酸素が燃料と反応を

おこす。還元した金属は循環して酸化槽に戻る。ここで空気に触れ、金属酸化物へと再

生される。金属酸化物は再び燃焼炉へと送り込まれ、こうしてループ(環)が完成する。

Chemical Looping は石炭変換と CO2分離が同時に発生するため、低コストの CO2回収

方法として提案されている。このプロセスでは高純度の CO2 発生に加え、発電、合成

ガス、及び水素製造を行うことが可能である。 
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 冶金コークス、亜瀝青炭、亜炭等を用いた CDCL プラントの 200 時間超の運転は、

その奇抜な移動床式設計、および非機械的なバルブ操作の構造安定性を示すものである、

と OSU は報告している。この組み合わせによってほぼ 100%の固体燃料転換と、純度

99%超の CO2が生じ、CO2石油増進回収操作への適応が可能となっている。 
 
 OSU プロジェクトは、酸素キャリアの同定、及び CO2 に随伴する二酸化硫黄(SO2)
や窒素酸化物(NOx)といった複合汚染物質を制御できる可能性を有する Chemical 
Looping プロセスの同定を行うことで、DOE の CO2回収プログラム(Carbon Capture 
Program)に有益なものとなることが期待されている。OSU の研究目的は、障害ポテン

シャルの同定や CDCL 技術の最適化、そして今後の技術的及び経済的分析に役立つ現

実的データの提供である。 
 

DOE に加え、本プロジェクトにはオハイオ州政府開発局(Ohio Department of 
Development)、Babcock & Wilcox Power Generation Group社、CONSOL Energy社、

そして Clear Skies Consulting 社が OSU に協力している。 
 
 関連プロジェクトとして、今年からアラバマ州 Wilsonville にある DOE の国立 CO2

回収センターが、250kWt 加圧合成ガス完全一体型 Chemical Looping パイロットユニ

ットの建設及び運営を行う主要サイトとしての役目を担う。この施設は OSU の高度

Chemical Looping 技術の操作性や経済的な実現可能性をより一層示す目的で使用され

る。 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 望月 麻衣） 
 
出典：本資料は、米国立エネルギー技術研究所(NETL)の以下の記事を翻訳したもので

ある。 
“DOE-Supported Project Advances Clean Coal, Carbon Capture Technology” 
http://www.netl.doe.gov/publications/press/2013/130129_doe_supported.html 

http://www.netl.doe.gov/publications/press/2013/130129_doe_supported.html
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