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寄稿

役に立つオントロジー工学

北陸先端科学技術大学院大学 サービスサイエンス研究センター
溝口理一郞

1. はじめに

1.1　最初の導入
世の中には解くべき問題が山積みである。できるだけ多く

の問題を素早く、格好良く解きたいと思うのは研究者、技

術者であれば誰でも思うことである。そのためには手段を

選ばない、とまでは言わないとしても、使える物は何でも

使いたいという思いは皆に共通であろう。筆者の分野は

IT であるので、そこに限定しても、最近使えそうな技術や

理論は沢山ある。WWW、セマンティック Web、Linked 

Open Data （LOD)、データマイニング、非構造化データか

らの学習、ベイジアンネット、類推、サポートベクターマ

シン、トピックモデリング、テキストマイニング、自然言

語要約、等々。そして、本稿のテーマである、オントロジー

やオントロジー工学である。

オントロジーはセマンティック Web で用いられるメタ

データ、すなわちデータがどんなデータであるかを書き

表したデータに現れる語彙に意味を付与する役割があり、

近年注目を集めている。Artificial Intelligence（AI）とい

う言葉が使い古されたきらいがあるので、Web 情報処

理の分野では、新しい言葉として、semantic technology

という言葉が使われるようにもなっている。Semantic 

technology はもちろん AI より極めて狭い意味内容を持っ

ている。セマンティック Web では WWW に存在する情報

源の適切な場所にタグと言われるメタデータ情報を付加し

て、情報検索の性能を向上させようとする技術である。タ

グ付け操作全体はアノテーションとよばれる。そのタグ

として用いられる情報（概念）を意味に着目して組織化

しておくと、気の利いた検索が出来るというものである。

Semantic technology はそのような操作における意味処理

技術全般を指す用語である。

例を挙げよう。今、バイオミメティクスへの人工知能技術

の応用を扱っている文献を探しているとする。その時、あ

る論文にはバイオミメティクスとセマンティック Web と

いうタグが付いていたとする。検索エンジンは通常は文

字のマッチングを行い、一致するかどうかを調べる能力し

かないので、検索キーワードがバイオミメティクスと人工

知能技術であると、人工知能技術とセマンティック Web

技術は一致しないのでその文献は検索されない。しかし、

semantic technology の一つであるオントロジー技術を用

FEATURES
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いて、セマンティック Web 技術は人工知能技術の一種で

あることが記述されていれば、検索エンジンはそれを参照

して、その文献はバイオミメティクスと人工知能技術を論

じていると判断できるので、無事検索されることになる。

オントロジーはこのようなタグに用いられる概念／用語を

沢山集めて、それをうまく組織化しておいて適切な意味情

報を提供するものである。

実は、これはオントロジーの一番わかりやすい説明、応用

例であり、実際、生物規範工学におけるデータベースとそ

のインテリジェント化の研究 [1] では図 1 に示すような研

究が始められている。しかし、オントロジー、そしてオン

トロジー工学はさらに深く、有用な技術を提供している。

本稿では、オントロジー技術の初歩から真髄までをわかり

やすく解説する。

1.2 もう少し導入
上の説明だけを聞くと、「わかりました、オントロジーっ

て概念の一般・特殊関係に基づく階層構造なのですね？そ

れは確かに情報検索では有用ですね。ですが、それってか

なり古くから AI で使われていませんでした？オブジェク

ト指向言語でも使われていますし、たいして新しい技術で

はないのでは？」という疑問が聞こえてきそうな気がする。

そして、実はそのご意見はすべて当たっている。と言って

も、「はい、その通りです。オントロジー技術はとっても

わかりやすい、そして役に立つ技術なのです」といって本

稿を終えることにはならない。筆者はその後に続けて、「で

も、それはオントロジーの最初の一歩なのです。オントロ

ジー工学はそれからさらに深化して、概念世界全般を扱う

理論と技術を提供します。その方法論は名前が示すとおり、

哲学に匹敵する深さがあります。それに加えて、工学が付

いていることから分かるように実社会の問題への応用を意

識した有用な技術でもあります。」と答える。本稿では、

この「より深いオントロジー工学」をわかりやすく解説す

ることを目的としている。

2. 二種類のオントロジー

オントロジーには前述の semantic technology で用いられ

る概念階層を指すオントロジーと、本稿でこれから解説す

るより高度なオントロジーの二種類のオントロジーがあ

る。前者は light-weight ontology と呼ばれ、後者は heavy-

weight ontology と呼ばれる。Light-weight ontology はそ

の名の通り、概念の一般特殊階層以外の余計な物は何もな

く身軽である。一方、後者の heavy-weight ontology は哲

学まで関連しているので重たい。よく言えば重厚である。

そして、応用も根本的なところまで及ぶ本質的な応用が可

能となる。ところで、概念の一般特殊階層は、英語では “A 

tree is a plant” といわれることから、is-a 階層と呼ばれる

ことが多い。＜ A　is-a　B ＞と言うとき、B が A より一

般的な概念であることを指す。生物種の Taxonomy とほぼ

同じ物構造を持っていると言える。

Heavy-weight ontology は is-a 階層の質自体を問う。概念

の混同を避け、正しい概念分類の理論や技法を提供する。

さらには、対象世界に潜んでいる基盤的な概念構造を明ら

かにする理論と技法も提供する。

3. なぜオントロジーなのか？

オントロジーは日本語では存在論となるが、哲学の存在論

を参考にしつつ、対象とする領域の根底に潜んでいる概念

構造をあぶり出し、それをコンピュータ上に記述したもの

である。その名称とこの説明が示唆するとおり、オントロ

ジーは長い年月にわたって変化しない、安定した概念構造

を具現化したものである。実は、そこに思わぬ優れた利点

が隠されている。冒頭でも少し触れたが、多くの技術者は

素早く問題を解きたがっている。そして、技術の最先端を

極めたいと願っている。それ自体は決して悪いことでも何

でもないが、それが行き過ぎたときには、速さと最先端技

術が過剰に重用され、浮ついた時流に流されることが起こ

りえることである。まじめに言い直すと、速さよりは良い

解が望まれるし、最先端技術は必須ではなく、問題に最も

適した技術が重要となる。さらに強調するとすれば、新し

さではなくより根源的な事柄に目を向けることが重要なの

ではないだろうか。新しさを重用しすぎると、古い物は皆

良くない物と思う傾向が生まれてしまう。技術の進歩の大

きな流れを掴むことは極めて重要であるが、物事の本質を

図 1　バイオミメティクス DB におけるオントロジー利用
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見るということもまた劣らず大切である。オントロジー工

学は、物事の本質を見極めることを重要視することが大き

な特徴なのである。

オントロジー工学的な問題解決は、与えられた問題をすぐ

に解こうとはせず、その問題自体を深く理解することから

始まる。必要であれば問題の背景に隠れている領域全体に

関わる理解を深めることが行われる。運が良ければではあ

るが、領域とその問題に関わる部分で曖昧にされていた概

念構造を新たに掘り起こすことができて、その領域に根本

的な刺激を与える可能性がある。実際、最近筆者等が行っ

たサービスに関する深い考察を行った結果、現存するほと

んどすべてのサービスの定義が製品機能を含んでしまって

いることを指摘し、少なくともその間違いを正した定義を

与えることが出来た [2]注 1。また、少し古い成果ではあるが、

人工物の機能構造を記述するシステムを開発した際に、機

能に関して深い考察を行い、「人工物における機能」とい

う極めて広い分野に関わる重要な概念に関する深い知見を

機能オントロジー [3, 4] として得ることが出来た。そして、

オントロジー「工学」の名の通り、それに基づいて任意

の人工物の機能構造を記述するシステムを開発し、それを

いくつかの企業の製造現場において実用に供してきた [5]。

本稿では、このようなオントロジー工学の本質を見極める

ことそれ自体と、それによって得られる効果の両方を解説

したい。

4. オントロジー工学の要素技術

4.1　理論 
4.1.1 概念そのもの
この世に存在する物すべてを説明する概念体系を作ること

がオントロジー工学の大きな目的となっている。通常、そ

れは上位オントロジーの構築と言われる。これはよほどの

自信と思い上がりがないと作れないが、しかも、すでに欧

米のそうそうたる研究者が構築したいくつかの上位オント

ロジー、DOLCE[6] や BFO[7] が存在するなかで、筆者はア

ジアから初の貢献として独自のオントロジー YAMATO[8]

を構築し公開している注 2。詳細は省略するが、YAMATO

は DOLCE や BFO の問題点を補強しつつ、新たな提案もし

ている強力な上位オントロジーである。

注 1） この論文は人工知能学会の 2013 年度論文賞を受賞している。
注 2） http://www.ei.sanken.osaka-u.ac.jp/hozo/onto_library/
upperOnto.htm

上位オントロジーを構築する上で必要なことの一つが概念

の峻別である。典型的な例を図 2 に示す。存在物を理解す

るに当たって最低限、図に示した区別を意識することが必

要である。属性は dependent continuant と呼ばれ、標高

のように山なしでは存在できない。身長は値をとれるが、

tall は属性に値を付け加えたものを概念化したものなので、

もう値はとれない。そして、属性の値でもない。辺や穴は

実体を持っていないので、存在を助けてくれる実体があっ

て始めて存在できる。抽象物はその存在に時間も空間も必

要ないものと定義することが出来る。生起物は時間空間に

存在するものである。具体的持続物はその存在に 3 次元空

間が必須である。本は情報を運ぶと言う変わった機能を持

つものである。音楽なども同様である。200g の塩は極め

て弱い存在物であって、それを構成している部分としての

塩粒を特定する能力を持っていない。その中のいくつかの

塩粒を入れ替えても重量さえ 200g であれば別の 200g の

塩かどうかを判定できない性質のものである。しかし、机

の上にある「一山の塩」はそれを持っている。プロセスは

変化できるが、イベントは変化できない。夫や研究者は人

間によって演じられるものであるが、人間はそのような演

者（player）は持たない。ここに書いたことだけをしっか

り理解することが出来たとすると、世にあふれているいく

つかの本質的な誤解や問題を解くことに貢献する。例えば、

大学や社会が具体物かどうか、川や竜巻がオブジェクトか

生起物か、A さんが書いた本と A さんが本屋さんで買った

本は「本」として同じ概念かどうか等の問題を見事に解決

することが出来る。

ついでに述べると、我々研究者は「二つの異なる物は同時

刻に同じ空間に存在することは出来ない」ことを強く信じ

ている。この基本原理に反する例を挙げてみよう。机の上

に粘土の塊があるとする。それはその時その空間を占めて

図 2　基本概念の区別

もの vs. 属性  例：山 vs. 標高
属性 vs. 特性  例：身長 vs. tall
もの vs. 特徴  例：机 vs. 頂点，辺，穴
具体物 vs. 抽象物 例 : 人間や講演 vs. 数や定理
持続物 vs. 生起物 例 : 机 vs. 講演
情報物 vs. 非情報物 例 : 本 vs. 車
オブジェクト vs. 物質 例 : 机 vs. 200g の塩
プロセス vs. イベント 例 : 講演する vs. 講演会
基本概念 vs. ロール 例 : 人間 vs. 夫や研究者
etc.
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いる。他の物はそこにはいない。そこで、その粘土を変形

させて花瓶を作ったとする。何も付け加えずただ変形させ

ただけである。さて、今度はそこに花瓶がある。では、先

ほどの粘土は何処に行ってしまったのであろうか？粘土の

塊が花瓶に「なった」ので、もう粘土の塊は存在していな

いのであろうか？そんなことはない、粘土の塊は形を変え

ても identity は失われないはずなのでそれは存在する。そ

うだとすると、同じ時刻に同じ空間を占める、花瓶と粘土

の塊の二つの物が存在することになり先ほどの原理に反す

る事態となってしまう。原理を捨てるか、粘土の塊は消え

たかどちらかしか選択肢はない様に見える。さて、読者は

どう考えるのであろうか注 3。

これらのことは多少面白くはあっても実践的な効果があま

り感じられないかもしれないので、次節ではもう少し知識

の表現に絡む話題を紹介する。

4.1.2 概念間の関係
（a）is-a 関係

まず、is-a 関係に注目する。二つの概念が与えられたとき

どちらが一般的で、どちらが特殊かの判定は容易であると

思っている読者が多いと思われる。実際、多くの場合それ

は正しい。例えば、

机と家具、車と人工物、人間と動物、etc.

などはいずれも左が右の特殊形（右が左の一般形）である。

では、次の例はどうであろうか？

＜会社と人の集まり、会社と組織＞

＜教師と職業、教師と人間＞

＜オミナエシと秋の七草＞

＜犬と日本に住む動物＞

先ほどよりは難しくなったのではないだろうか。一番上の

行であるが、片方だけ正しい、あるいは両方とも正しいで

あろうか？両方とも正しいとすると、例えば、会社の一般

化した概念として「人の集まり」という概念と「組織」と

いう概念の両方が出来ることになる。実は、理論的なこと

を言えば、is-a 階層という物の特徴は下位の概念は上位の

概念の性質をすべて継承するという性質がある。そうす

ると、会社は人の集まりが持つ性質と組織が持つ性質の両

方の性質を継承する。ここまでは問題ない。実際多くの読

者はそれを支持するであろう。問題はこの次である。性質

の継承は「すべて」であるので、その概念がいつ変化する

かという identity の概念も継承されることになる。人の集

まりという概念の identity は、それを構成するメンバーが

同じである間は同じと見なされ、一人でも異なれば別の集

まりと見なされる。これも万人が認めるところである。そ

して、組織は政府機関に法人として登録することによって

認定される概念であるが、これは登録が変更されない間は

ずっと同じ組織であり続ける。これも了解であろう。と

すると、会社はこの両方の identity を継承することになる

が、そうすると問題が発生する。会社は毎年、誰かは定年

で退職し、新入社員が入ってくるが、人の集まりとしては

毎年異なるものになるが、組織としてはずっと同じもので

あり続ける。もちろん会社は構成人員が変化したからと

言ってその identity が変化していては成り立たない。従っ

て、identity に関しては人の集まりから継承したら困るこ

とになる。しかし、すべての is-a 階層表現言語（あるいは

論理）では属性の継承を区別する機能はない。従って一つ

の概念に関して二つ以上の is-a 関係を結ぶと上述のような

おかしなことが起こり得る。会社の場合には二つ目の＜会

社　is-a　組織＞のみが正しいと言うことになる。

次の教師の場合はもっとこみいっている。まず、教師とい

う単語は一つであるが、それが指す意味が異なっており、

そこには職業としての「教師」と人間が演じた結果できる

「教師」という異なる概念がある。前者は職業の種類を指し、

後者はようするに人間である。しかし、＜教師　is-a　人

間＞かというと、それは一見正しそうであるが正しくはな

い。教師はロールと呼ばれる player が必要な概念なので、

人間の様な「普通の」概念と同じ is-a 階層に置くことは許

されない。理由の要約は、教師ロールは play することを

止められるが、人間を止めることは死ぬ以外にできないか

らである。詳しくは拙著オントロジー工学 [4] の 175 ペー

ジ以降を参照いただきたい。

下の二行に移る。オミナエシは秋の七草の一種なのかそれ

を構成する部分なのかという疑問が湧いてくる。＜犬　

is-a 動物＞は間違いなく正しいが、＜犬　is-a　日本に住

む動物＞、すなわち、犬は日本に住む動物の「一種」かと

問われると躊躇する。説明の詳細は同じくオントロジー工

学の 181 ページ以降 [4] をご覧いただくこととして、結論

だけ述べると、オミナエシは秋の七草の一種と見ることも

でき、部分であることもできる。ひとえに秋の七草の概念

をどうとらえるかに依存する。日本に住む動物の方はそれ

が集合概念であり、クラスとは呼べない物になっているの

注 3） この問題はすぐには答えずに、ここはこのまま通り過ぎることにする。詳細
は資料 [8] の 11 ページを参照のこと。
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で、is-a ではなく part-of 関係と見なすべきものである。

もう少し、工学的な例を出そう。発電所のようなプラント

を思い浮かべていただきたい。発電プラントは大規模な動

的システムでありその運転には熟練した運転員が必要であ

り、彼らは日夜プラント運転に従事している。プラント運

転には少なくとも 2 種類の運転がある。日常的な正常時の

運転と異常事態が起きたときに行われる復旧運転である。

それらはいずれもプラント運転の一種なので、

＜正常運転　is-a　プラント運転＞

＜復旧運転　is-a　プラント運転＞

が成り立つ。一方、プラント運転の実際を考えてみるとあ

る時間帯は復旧運転をしていて、ある時間帯は正常運転を

しているはずであり、そう考えると、

＜正常運転　part-of　プラント運転＞

＜復旧運転　part-of　プラント運転＞

も同時に言えそうに思える。さて、どちらが正しいのであ

ろうか。同じ概念同士に is-a と part-of が同時に成り立つ

ことは理論的にあり得ないので、ちょっとした問題となる。

この問題は「プラント運転」という単語が指す概念に二つ

の別の概念があると言うことに気づけば解決される。is-a

が成り立つ場合のプラント運転はプロセスの一種としての

運転であり、part-of が成り立つ場合はイベントの一種と

しての運転である。イベントはプロセスを材料として構成

される。イベントは時間空間への展開が終了していること

を前提にした概念であり、常に全体物として取り扱われる

が、プロセスは本質的に ongoing な物として扱われる。プ

ロセスとイベントの詳細は拙著「オントロジー工学の理論

と実践」[8] の 4 章と 165 ページ [4] を参照されたい。

（b） part-of 関係

概念間の関係としては一般・特殊関係と同じくらい重要な

関係に全体・部分関係がある。慣習として part-of 関係と

呼ばれている。一例として＜エンジン　part-of　自動車＞

と書ける。さて、is-a と同様、全体部分関係もわかりやす

く、議論するほどの内容がないように思われる読者も多い

と思うので、早速問題を出そう。part-of 関係は一般に推

移律が成り立つと信じられている。上のエンジンの例を取

る。エンジンは部品としてピストンを持っているので、＜

ピストン　part-of　エンジン＞となる。これらを合わせる

と

＜ピストン　part-of　エンジン＞

＜エンジン　part-of　自動車＞

―――――――――――――――――――――――

＜ピストン　　　　　part-of　　　　　　自動車＞

と推論され、確かに推移律が成り立つことが確認される。

これにはなんの疑問はなかろう。それでは以下の例はどう

であろうか？

＜親指　part-of　人としての教授＞

＜人としての教授　part-of　教授会＞

――――――――――――――――――――――――

＜親指　　　　　　part-of　　　　　　　　教授会＞

これは明らかにおかしい。従って、part-of 関係の中には

推移律が成り立たない場合があると言うことである。さら

に、以下の例を見てみよう。

＜エンジン　part-of　自動車＞

＜夫　part-of　夫婦＞

＜木　part-of　森＞

＜一切れのパイ　part-of　パイ＞

4 つとも part-of 関係であることに間違いない。今、部分

を全体から取り除いて何が起こるか見てみよう。エンジン

を自動車から取り除くとエンジンはエンジンのままである

が、自動車はもう自動車として機能しなくなり、自動車と

は言えない物になる。夫婦から夫を取り除くと、夫はただ

のおじさんに戻り、夫婦は崩壊する。木を一本森から取り

除くと、木は木のままであるし、森も森のままである。円

形のパイから一切れを切り取っても、切り取った物も残っ

た物もどちらもパイである。

このように、部分を取り除いた後に出来る結果はこの 4 つ

はすべて異なることが分かる。すなわち、全体部分関係を

表す関係は大昔から part-of ただ一つが用いられてきたが、

それが表すべき意味としては少なくともこれらの 4 つの意

味があること、そして、先に述べた推移律が成り立つ関係

と成り立たない関係がある。このように、全体部分関係は

実に多様であるにも拘わらず、それを扱う知識表現技術は

未熟であると言うことである。

ここまでで十分お分かりいただけたことと思うが、このよ

うな話題はこれまで何処にも議論されてこなかった。知識

表現と言えば論理が大きな顔をしており、推論速度、推論

の完全性、決定可能性などの形式的な側面ばかりが論じら

れてきた。オントロジー工学は形式ではなく、内容の理論
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であり、内容を扱う技術であるという主張が少しは伝わっ

たのではないかと考える。

4.2　技術
オントロジー工学は「内容の理論（theory of content）」

と言う側面と「内容を扱う技術（content technology）」と

いう側面がある。今まで少し理論的な側面を解説してきた

が、ここでは技術的な面について述べよう。機能オントロ

ジーを例にする。大阪大学産業科学研究所（阪大産研）の

來村准教授と私とで 1993 年頃より行ってきた機能モデリ

ングと機能オントロジーに関する研究の一部を、応用に重

点を置いて紹介する。

4.2.1 機能オントロジーと機能分解木
この研究の最終目的は任意の人工物の機能構造を記述シス

テムの開発であった。我々はすぐにシステム設計に取りか

かるのではなく、機能に関するオントロジー工学的考察を

深めることから研究を始めた。その結果、機能に関して良

く分かっていないことが多くあることを見いだし、本質的

な貢献をするべく問題に立ち向かった。図 3 はその結果得

られたオントロジーの階層である。上位オントロジーは別

として、主な成果としてデバイスオントロジーという人工

物の振る舞いを考察する上で不可欠な概念的な計算モデル

を開発し、その上で人工物の振る舞いを定義し、機能を定

義した。そして、結果として約 90 個の機能概念を得た。

その当時、機能に関する理解が今より進んでいなかったの

で、機械設計の専門家の間では、機能概念はこの世にはそ

れこそ無数にあり、機能のオントロジーを構築することは

不可能であると思われていた。我々はそのような反対意見

を物ともせず、果敢に挑戦して、90 個あまりの機能概念

を抽出し、それで極めて多くの人工物の機能構造を記述で

きることを実証的に示した。言うまでも無く、このことは

画期的な成果であり、機械設計の分野に大きな影響を与え

た。

理論的なことは一切省略して、実用的な観点から技術の核

になるところを紹介する。溶接機械があるとする。その機

能は「溶接する」であると多くの研究者、技術者は信じて

いた。我々はその常識を覆したのである。「溶接する」は

何を達成したいのかということ（what to achieve）と、そ

れをどのようにして達成するのか (how to achieve) という

二つの概念から構成されている複合概念であると主張した

のである（図 4 を参照）。すなわち、

溶接する　＝　接合する　＋　溶融方式

のり付けする　＝　接合する　＋　糊方式

と言うわけである。もちろんこれは一般化すると以下の様

になる。

旧機能概念＝ What to achieve（新機能概念） + How to 

achieve

方式は達成方式を概念化したものであり、図 4 に示したと

おり、達成するための部分機能列で構成されている。その

部分機能の各々が更に別の方式で分解される。この分解を

繰り返していくことによって、当初のゴールとも言える最

上位の機能を達成するための機能分解木を作ることが出来

る。図 4 に示したように、方式が複数ある場合にはそのう

ちのどれかを選択して機能の分解を進めるので、一つの方

式は選択肢の一つとなる。このように機能を分解すると、

物を接合するには溶接以外にも「糊方式」と言うやり方が

あることが分かり、「接合する」という一つの機能に二つ

の（実際には多数の）達成方式を紐づけることが出来る。

機能概念のことを暗黙的に扱ってしまったが、図 4 に示

したように、ノードが機能概念に対応するが、従来の複合

概念を分解して生まれた what to achieve に対応する概念

を新しい機能と定義したのである。従って上の例では「接

合する」が新しく生まれた機能概念である。そして、それ

は達成方式から独立した概念であるため領域独立性が高い

という顕著な特徴を持つ。言い換えれば、これまで無限に

あると思われていた理由は、機能概念が領域固有性を併せ
図 3　機能オントロジーの階層
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持っていたためであり、領域固有性の原因である達成方式

を除いた残りの機能概念は領域独立性が高くなると言うわ

けである。

機能の新しい概念化と同程度に重要な概念が「方式」概念

である。方式は機能の達成方式が基づく「原理」や用いら

れる「主道具・材料」などを概念化したものであり、単な

る部分機能列ではないことも重要である。

機能を粒度の大きな機能から小さな部分機能の組み合わせ

に分解するという、機能分解というアイデア自体は目新し

い物ではない。我々の機能分解の新規性は分解自体にはな

く、分解の際に用いられた方式という新しい概念と、それ

を機能から取り除くという二つの概念に新規性と独創性が

ある。従来の分解は単に粒度を小さくするだけであった。

ここに内容を扱う技術としてのオントロジー工学の真価が

見て取れるであろう。

筆者等は約 90 の機能概念の意味定義をコンピュータ理解

可能な形で実装した機能分解木構築支援ツール SOFAST[5]

を住友電工（株）と協力して開発し、同社生産技術部で実

用に供した [5]。図 5 に SOFAST 導入の効果をまとめている。

中でも最も特筆すべき成果としては、生産技術部の一年間

の一人あたり課題処理量が導入前に比べて倍増したことを

上げることが出来る。導入の初期の 4 年間の統計データに

基づくものであり、定量データとして信頼できる精度での

成果である。

SOFAST による機能分解木の最大の特徴は設計図のように

設計結果のみを表した物とは異なり、設計者の設計意図を

粒度の異なるゴール（達成すべき機能）のゴール階層で

表していることに加えて、採用しなかった設計方式をも

各 decision point において残せていることにある。これは

設計意図の情報としては極めて有用であり、設計図には全

く無い機能として重宝された。さらに、現在進行中の共同

研究先では、各部署において機能分解した結果の分解木は

当然として、それに用いられている方式を蓄積して組織化

することによって、各部署における実現方式の Know How

集として体系化するという作業が行われているが、これは

新しい機能分解木の利用法としての効果が実証されつつあ

る。

図 4　機能分解の例

図 5　SOFAST 適用の効果
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4.2.2 行為分解木
機能分解の要点は方式概念の導入による機能分解と機能概

念の方式独立化にある。この考えを機能以外の行為に当て

はめてみよう。機能も行為も何かを達成しようとしている

意味では同じであるというずいぶん乱暴な発想である。機

能は人工物がすることで行為は人間がすることなのでずい

ぶん異なる様に見えはするが、本質はゴールを達成するこ

となので共通点はある。機能分解における新しい機能を概

念的に表現すると「状態変化だけを概念化したもの」と言

うことが出来る。「溶接」も「のり付け」も、機能が発揮

し終わってみれば、「以前離れていた二つの物が一体化さ

れた状態」になっている。「暖める」にはいろいろな方式

があるが、暖め終わったら前より対象物の温度が上がって

いる。この「状態変化の概念化」という考えは極めて強力

である。これに従うと機能分解を行為分解へと容易に一般

化することが出来る。

例を挙げる。「歩く」と言う行為を分解できるであろうか？

「歩く」は「溶接する」のように他動詞ではなく自動詞で

あり、処理の対象を持っていないで、機能分解の方法が適

用できないように思える。「走る」も同様である。しかし、

先ほどの「状態変化の概念化」の方針に従うと、歩くと走

るに共通な状態は．．．．そう、実行後には共に行為者の居

場所が変わっている。従って、

歩く　＝　場所移動する　＋　歩行方式

走る　＝　場所移動する　＋　走行方式

と行為分解することが出来ることが分かる。この例題一つ

で示唆するところは小さくない。まず、歩くという通常、

行為と理解されている概念が我々の行為分解木の理論に従

うと行為ではなくなり、むしろ方式と理解され、行為は抽

象的とも思える「場所移動する」という状態変化としてと

らえられるのである。さらに一般化して言えば、すべて行

為からその達成方式概念を取り除いて、残りを方式に依存

しない状態変化として概念化すると言うこととなる。いく

つか例を挙げると以下の様になる。

切る　＝　離す　＋　鋭利刃物方式

洗う　＝　綺麗にする　＋　洗浄方式

払う　＝　お金の所有権移転　＋　カード方式／現金

方式／付け方式／等々

実は、非公式な予備的な実験であるが、約 2 万語の動詞を

分析してこのような分解の可能性を検討した結果、多くと

も 500 個以下の状態変化のみの概念化に対応する動詞（行

為）に縮約可能であることが確かめられている。

図 6　CHARM-Pad の一部
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4.2.3 行為分解木の実用例
上述の行為分解木を医療行為におけるガイドラインに対し

て適用して、大阪厚生年金病院における看護師の研修に実

用されている例を紹介する [9]。機能オントロジーに関し

て現時点では、90 個の機能概念を拡張しないでそのまま

を用いて、医療・看護行為の記述ができることを確認して

いるが、そのことは特筆に値する。我々は医療機関におけ

る医療行為ガイドラインに行為分解木の方法を適用して構

築したモデルを CHARM モデル、それに基づいて作った分

解木を CHARM 木、それをタブレットコンピュータに実装

した物を CHARM-Pad と呼んでいる。

大阪厚生年金病院では、半年間かけて行う ICU 研修で

CHARM-Pad を正規の教材として用いている。ICU 研修の

全てで指導内容項目数は約 30 であるが、これは、厚生労

働省の定める新人看護師が基本的に備えるべき技能を示し

た新人看護職員研修ガイドラインの半分をカバーするもの

となっており、規模としては実規模のものである。構築し

た CHARM 木は 54 個、行為数にして約 3000、方式数は

1300 で、構築に要した工数は約 3.2 人月であった。この

全ての CHARM 木に関して教育担当看護師らによる内容確

認は終了している。CHARM-Pad は現在、iPad やアンドロ

イドタブレット端末に実装されている。行為分解木の一部

を図 6 に示す。

CHARM-Pad の看護師研修上の最大のメリットは、看護行

為がゴール指向で組織化されてグラフィックに表示される

ことにある。現在の看護行為マニュアルは自然言語で書か

れているかフローチャート記述であり、各行為や行為列が

持つ意味（達成すべき中間ゴールなど）は暗黙的である。

さらに、Alternative としての方式の一覧性が全く無く、同

じゴールを達成する際にどの方式が選択肢として存在する

かも暗黙的である。CHARM-Pad はこの二つの点に関して

明示的に表示してフレンドリーなインタフェースで操作可

能な上に、写真や動画を行為に関連して貼り付けてあるの

で各行為の実行コンテキストの中で実物や先輩看護師の実

行ビデオを見ることが出来る先進的な電子化教材となって

いる。[9]

5. バイオミメティクスでの応用例

理論から始めて、徐々に具体的な応用事例へと進んできた。

深い考察が現実の問題解決に貢献していることを読み取っ

ていただけたのではないかと思う。最後の応用として、バ

イオミメティクスとネイチャー・テクノロジー活用という

コンテキストにおける、2030 年を見据えたライフスタイ

ルバックキャスティングに関する研究へのオントロジー工

学の適用例を紹介する。これは、東北大学下村政嗣教授を

リーダーとする新学術領域研究「生物規範工学」プロジェ

クトにおいて、東北大学の石田教授、並びに古川准教授と

北陸先端科学技術大学院大学（JAIST）の溝口、及び阪大

産研の古崎、來村准教授等との共同研究の一環として行わ

れているものである。

2030 年のライフスタイルのひな型は石田教授等の努力に

よって 1000 を超す候補から優れたライフスタイルが 50

あまりに絞り込まれて検討の対象となっている [10]。ラ

イフスタイル研究の目的の一つに、バックキャスティング

方を用いて、現在我々を取り巻いている環境と折り合いを

つけつつ、対象とするライフスタイルをどのようにして実

現すれば良いかと言うことに関する示唆を与えることにあ

る。安易な言い方をすれば、ライフスタイルが描く未来の

生活と現在の技術、社会制度、価値観、生き方などとの橋

渡しをすることにあると言える。

そこで再び、行為分解木構築技術の登場である。機能分解

木から行為分解木に進化したときには、解釈を少し緩めて

機能から行為へ一般化したが、ここで行為分解木の意味を

更に緩める。それはゴール分解木という考えである。とに

かく、達成したいゴールを方式概念を用いつつ分解するの

である。この拡大解釈と同時に、行為分解木を以下の様に

拡張した。これまでは、各ノードの親は一つに限られてい

た、しかし、ライフスタイルの分解の場合、どうしても 2

種類のゴールが存在するのである。一つは、これまで通り

のゴールで通常達成したいと考える具体的な状態変化であ

る。あと一つは人間の満足というような精神的なゴールで

ある。いくら、自然エネルギーを有効活用したエコな生活

を送ったとしても、心が豊かな生活が出来ていなければそ

のライフスタイルは正しいとは言えない。この考えに基づ

いて、行為分解木を Dual-goal のゴール分解木として定式

化し直して、2030 年ライフスタイルの分解木を構築し、

そこに現れる方式知識、基盤となる語彙／概念を収集・体

系化して、理論的な側面と実用的な側面の両面で貢献しよ

うとするものである。

　

図 7 に電柱を木に似せて作ってエコ発電もするようにし

て、景観を損なわず、街角の至る所でエコエネルギーの利

用者が集い、小さな社交の場となっていると言うような

ライフスタイルを分解する木の一部を図示している。青の

ノードがこれまで議論してきた通常のゴールであり、緑の

ノードが今回拡張した精神面のゴールである。明示的には

青色のゴール達成が分解されていくのであるが、それと並

行して常に心の豊かさを意識してそれが暗黙的にせよ、ど
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のように達成されているかを明示する。そして、いずれの

場合においても、ゴールがどのように達成されるのかとい

う方式概念の抽出に気を配りつつ分解を行い、最終的には

現行の技術、開発すべき技術、取るべき政策／施策、なす

べき行為などへと分解して行く。このようにして、ライフ

スタイルを分解する方法論も確立することが出来れば、一

定の貢献になると思われる。

6. むすび

オントロジー工学の入門として、基礎理論から具体的な応

用までを概観した。オントロジー工学は成熟期にあり、具

体的な問題解決を深いところから行うことで本質的な貢献

をすることができる大きな可能性を持っている。今後の発

展に期待していただきたい。
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図 7　ライフスタイル分解木
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海外動向

ラテンアメリカのナノテクノロジー社会受容（2013.8.27）
ナノテクノロジーの社会受容をテーマにした初めての国際

ワークショップがブラジルで開催される。ラテンアメリカ・

ナノテクノロジーソサエティ・ネットワーク（ReLANS）

とカリフォルニア大学サンタバーバラ校の共催。労働衛生

上のリスク、産業化、政策、コミュニケーションなどにつ

いて議論する。
http://www.merid.org/en/Content/News_Services/Nanotechnology_and_

Development_News/Articles/2013/Aug/27/workshop.aspx

EPA、 ナ ノ ス ケ ー ル の 銀 を 含 む 抗 菌 製 品 の 評 価 を 実 施
（2013.8.27）
米国環境保護庁（EPA）は、抗菌製品 Nanosilva の登録を

提案している。Nanosilva は、銀を主成分とする製品で、

用途は家電製品、スポーツ用品、病院の備品などの抗菌で

ある。 EPA の評価によると、Nanosilva を使用したプラス

チックや繊維から放出される銀ナノ粒子への曝露はごく微

量（exceedingly）である。EPA はこの他に申請者が提供

したデータや文献も用いて有害性評価を実施した。EPA は

これらの評価をもとに、Nanosilva は「健康や環境に不合

理なリスクを及ぼさない」と判断した。EPA は 9 月 26 日

まで本提案へのコメントを受け付ける。
http://www.epa.gov/oppfead1/cb/csb_page/updates/2013/nanosilver.html

カナダ、MWCNT の製造・輸入を規制（2013.8.24）
カナダは多層カーボンナノチューブ（MWCNT）に対する

重要新規活動（SNA）の通知を行った。通知は MWCNT が

カナダの既存化学物質リスト（DSL）に掲載されておらず、

全く新しい活動によってカナダ環境保護法 1999 の第 64

章に規定する毒性を有する可能性があるとしている。通知

によると MWCNT は以下の特徴を有する短く絡まった多

層カーボンナノチューブである。少なくとも 90％が炭素

原子でできていること、長さが最長 10μm、平均 1.1μm で

あること、チューブの直径が最大 25nm、平均 12nm であ

ること。SNA にあたる活動は、上記の物質を年間 100kg

以上、カナダ消費者製品安全法の第 2 条に規定される消費

者製品に使用するか、0 〜 6 歳の幼児用製品に使用するた

めに製造・輸入すること、あるいはその他のケースであっ

て年間 10t 以上製造・輸入することである。固形プラスチッ

ク製品は第 2 条の消費者製品には相当しない、また少量や

研究開発用の製造・輸入は SNA から除外される。SNA の

開始に先立って粒子サイズ、形状、凝集状態、製造プロセ

スなどの情報を提出しなくてはならない。
http://nanotech.lawbc.com/2013/08/articles/international/canada-issues-snac-for-

mwcnts/

ミズーリ大学、食物中の銀ナノ粒子を検出する新手法を開
発（2013.8.22）
ミズーリ大学農業・食物・天然資源学科の食品科学の研究

チームが食物に残る銀ナノ粒子を検出する新手法を開発し

た。研究チームは梨の表皮に残留している銀ナノ粒子と、

梨の表皮の内側に入り込んでいる銀ナノ粒子を追跡した。

まず、梨を農薬と同じ濃度の銀ナノ粒子溶液に浸し、つい

で複数回洗浄した。結果、4 日後にも銀ナノ粒子が梨の表

皮に観察され、より小さいサイズの粒子は表皮を通過し、

pear pulp に到達した。研究チームは、今回開発した手法

は穀物などに残留する銀ナノ粒子の検出手法として有望で
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ANSI-NSP、ナノテクノロジー標準化データベースを活用
のためのウェビナー開催（2013.8.14）
米国規格協会ナノテクノロジー標準化パネル（ANSI-NSP）

は、新たに公開したナノテクノロジー標準化のデータベー

スを活用方法などを紹介するウェビナーの開催を予定して

いる。ANSI のデータベースは無料で公開され、ナノテク

ノロジー・ナノ材料の標準化とその関連の資料に関する情

報を提供する。データベースには、直接標準が掲載される

わけではない。ANSI-NSP は、データベースの充実のため

に関係機関に標準化活動関連の情報や資料の提供を呼びか

けている。開催の日時は 2013 年 10 月 10 日米国東部標

準時 13：00 〜 15：00 で、現在登録を受付中。ウェビナー

では、データベースの利用方法やデータベース構築の短期、

長期の目標の解説などが予定されている。
http://www.ansi.org/news_publications/news_story.aspx?menuid=7&articleid=3697

&source=whatsnew081913

米 国 の ナ ノ テ ク ノ ロ ジ ー 管 理 策 に 欠 け て い る も の
（2013.8.13）
ナノテクノロジーのライフサイクルアセスメントは、デー

タの量と質が十分ではないうえに、研究開発のスピードが

速いため、信頼のできないものとなっていると指摘されて

きた。ブリティッシュコロンビア大学の研究チームが、米

国の現状の管理策が多様なナノ材料の各ライフサイクルに

おいてリスク評価を促すよう設計されているのか、また規

制当局は適切なツール、リソースそして権限を備えている

のかについて調査した。研究チームは、管理の観点からナ

ノ材料のライフサイクルを大まかに製造、流通・販売、廃棄・

リサイクル・リユースの 3 段階に分け、この 3 つの段階

のすべてに作業環境中および環境中へのナノ材料の放出が

関係すると判断し、規制策の過不足について分析を行った。

研究チームは、米国の管理策は複雑すぎ、研究開発のスピー

ドの速さが管理策の更新を難しくしていると指摘した。ま

た、既存の管理ツールはナノ材料の挙動や潜在的な健康・

環境影響の分析には適さないとも述べている。その上で、

研究チームは、データの不足を補う企業の自主的な情報提

供、政府によるリスク研究の支援の強化、情報共有の障壁

を除く、規制当局間の連携などの解決策を提案している。
http://www.nanowerk.com/spotlight/spotid=31804.php

ナノ材料を用いた農薬の研究開発の最新動向とリスク管理
（2013.8.12）
ウィーン大学の研究グループが、ナノ材料を用いた農薬の

研究開発の動向調査を実施した。研究グループは、現時点

ではナノ材料を用いた農薬の健康や環境への影響を評価す

あると考えている。
http://www.sciencedaily.com/releases/2013/08/130822194530.htm

ナ ノ 材 料 の 健 康・ 環 境 影 響 を 判 断 す る 新 手 法 を 開 発
（2013.8.21）
米国の環境保護庁やカルフォルニア大学、ドイツの化学

品メーカー BASF など政府、企業、大学が協力する国際的

な専門家チームが、ナノ材料を試験するための動物を用

いない代替試験方法の開発の重要性についてまとめ、ACS 

Nano で公開した。高速細胞スクリーニング、コンピュー

タモデリング等の代替試験方法は、ナノ材料の健康・環境

影響についてのデータを得るための信頼でき、時間も費用

も掛からない手法として期待できるとしている。
http://www.sciencedaily.com/releases/2013/08/130821124554.htm

蓮の葉の表面構造をヒントに新材料を開発（2013.8.19）
バージニア大学の研究チームが蓮の葉のユニークな表面構

造をヒントに、ナノテクノロジーを用いて、水を弾き、蓄

光性があり、着氷しない新しい材料の開発に取り組んでい

る。翼への着氷を防ぐためにグリコールを噴霧したり、氷

を削ったりしている航空機のような、氷の形成と蓄積が危

険性を持つ広範な分野での応用を目指している。研究チー

ムは金属表面にレーザーで蓮の葉のようなマイクロ構造を

作り、この型をスタンプの様に用いてポリマー表面に水が

転げ落ちて滞留しない構造を作製する手法を開発した。
http://www.nanowerk.com/news2/newsid%3D31864.php

ハチを農薬から守る新しいラベル（2013.8.15）
米国環境保護庁（EPA）は、ミツバチなどの受粉媒介生物

を保護するため新たにネオニコチノイド系農薬の使用を禁

止するラベルを開発した。EPA は、ミツバチのコロニー崩

壊や生息数の減少には農薬への曝露などの複数の要素が絡

んでいると考え、ミツバチを農薬への曝露による影響から

守るためにラベルを変更する。新しいラベルには農薬への

曝露経路や散布時の飛散に関する注意などミツバチ保護の

ための特別な表示が加えられる。EPA は対象となる成分、

ネオニコチノイドイミダクロプリド、ジノテフラン、クロ

チアニジン、チアメトキサムを含む農薬の製造者が適切な

ラベルを作成するよう支援する。
http://www.epa.gov/opp00001/ecosystem/pollinator/index.html
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るためのデータは乏しく、十分な科学的なデータが得られ

るまでは、ナノ材料の環境への放出を最小限に抑える予防

的な対応が求められると分析している。
http://www.azonano.com/news.aspx?newsID=28029

EPA、農薬ラベルのガイドラインを更新（2013.8.9）
米国環境保護庁（EPA）は、農薬のラベルの作成マニュア

ル（LRM）の第 13 章「農薬の保管と廃棄」を更新したこ

とを発表した。LRM は、EPA の評価担当者と農薬製造メー

カーを対象に、EPA の認可を得るために農薬ラベルに必須

および推奨の記載内容を説明するものである。
http://www.epa.gov/oppfead1/cb/csb_page/updates/2013/lrm-chapter13.html

EU と日本、大容量データの処理に備えてネットワーク環
境の整備で連携（2013.8.8）
欧州委員会（EC）と日本は、今後 10 年は継続すると考え

られているデータ通信量の爆発的増加に備えてネットワー

ク環境を整えるために連携を図ることで合意した。欧州ブ

ロードバンドを現行の平均速度 19.7Mbps から 100Gbps

へ、5000 倍高速なネットワークの構築を目指すプロジェ

クトなど、インターネットのアーキテクチャの再定義を目

指す 6 つの関連研究プロジェクトを実施する。プロジェク

トには約 1800 万ユーロの資金が投じられる計画である。
http://www.euinjapan.jp/media/news/news2013/20130808/183155/

情報提供の方法がナノテクノロジーに対する認識形成に影
響する（2013.8.8）
ワシントン大学とカールスルーエ工科大学の機能ナノ構

造センター（CFN）の共同研究チームが、ドイツと米国に

おけるナノテクノロジーへの認識の比較を行った。ドイツ

ではナノテクノロジーの専門誌が発行され、ニュース番組

で話題とされている。一方、米国ではナノテクノロジーが

ニュースで定期的に取り上げられることはない。ドイツで

は人々は近い将来の現実的な応用に、米国ではナノサイズ

の医療用ロボットのような革新的な可能性に注目する傾向

があるという。
http://www.nanowerk.com/news2/newsid=31761.php

英国政府、ナノテクノロジービジネスのデータベース化を
開始（2013.8.8）
英国環境・食料・農村地域省（Defra）の委託を受けて環

境庁の化学品コンプライアンスチームは、英国内の主要な

ナノ材料の使用者、製造者、販売者をまとめたデータベー

スを作成する。化学品コンプライアンスチームは 2011 年

から、ナノ材料を取り扱っている可能性のある企業や研究

機関に直接連絡を取り情報収集を続けている。これまでの

調査で英国内には 66 のナノテクノロジー企業が存在する

ことが判明している。主なナノ材料の応用分野はエレクト

ロニクス、エネルギー、ヘルスケア、コーティング、医薬

品である。化学品コンプライアンスチームは、今後もデー

タの蓄積を継続し、ナノテクノロジービジネスデータベー

スを整備する。
http://www.nanotechia.org/news/news-articles/uk-environment-agency-announces-

creation-national-nano-business-database

ブ ラ ジ ル 上 院、 ナ ノ テ ク ノ ロ ジ ー ラ ベ ル 法 案 を 否 決
（2013.8.8）
ブラジルの上院に提出されていたナノテクノロジーを用

いた食品、医薬品、化粧品へのラベル表示を義務づける

法案 PLS131/2010 を否決した。PLS131/2010 は上院で

の審議に先立って環境と消費者の保護・監視・管理委員

会（CMA）と社会問題委員会（CAS）で検討された。両委

員会は、同法案は製造プロセスで用いられるナノテクノロ

ジーの安全性に関する情報を十分に得られず、行政が消費

者へのリスクを判断することができないと判断し、法案の

否決を勧告していた。PLS131/2010 の代案として 2013

年 3 月に提案された法案の審議は保留中である。 
http://www.nanotechia.org/news/news-art icles/brazil ian-bil l -regulate-

nanomaterials-shelved-another-one-works

EPA、2 種の CNT の規制を検討（2013.8.7）
米国環境保護庁（EPA）は、２種類のカーボンナノチュー

ブ（CNT）に対する重要新規利用規則（SNUR）の適用開

始に関する告知を行った。官報上では正確な物質名は機密

情報として公表されていない。SNUR が適用されれば、こ

の 2 種の CNT の製造・輸入者は製造の開始前に EPA に材

料情報を届出ることを義務づけられる。本 SNUR への異議

申し立ての受付は９月 6 日まで。今回官報で公表された

SNUR は、反論のコメントがなければ直ちに適用される直

接最終規則であり、9 月 6 日までに反論あるいは反論の提

出の意図が出されない限り、2013 年 10 月 7 日に発効する。
http://nanotech.lawbc.com/2013/08/articles/united-states/federal/epa-

promulgates-snurs-for-two-carbon-nanotube-substances/

ノルウェー、廃棄物管理とナノ材料で調査実施（2013.8.5）
ノルウェー政府は廃棄物管理の方針をまとめた「ゴミから

資源へ」を公表した。ナノテクノロジーは廃棄物の処理の
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ための期待される次世代の技術の一つとして議論の対象に

取り上げられている。
http://www.nanotechia.org/news/news-articles/norway%E2%80%99s-national-

waste-strategy-calls-increased-knowledge-nanotechnologies

EPA、化学品の評価プロセス向上により国民の健康を保護
（2013.7.31）
米国環境保護庁（EPA）は、より多くの化学品の評価を行

うために統合リスク情報システム（IRIS）の科学的基礎を

強化し、プログラムの透明性の向上をはかる改善計画を発

表した。IRIS は、環境汚染物質への曝露による健康影響デー

タを解析し、健康影響評価を行うプログラム。IRIS の高精

度なデータによって人々の健康と環境を守るための決定が

なされる。
http://www.epa.gov/iris/

http://www.epa.gov/iris/publicmeeting/stakeholders-kickoff/index.htm

欧州の環境政策、2010 〜 2050 年までの目標（2013.7.25）
EU は 2050 年までの環境政策に中心に、グリーン経済を

据えている。その実現に向けて具体的にどのように取り組

むかについて明確にするために、欧州環境庁（EEA）が、

エネルギー、温室効果ガスの排出、オゾン層破壊、大気汚

染、輸送部門の温室効果ガスと大気汚染、廃棄物、水、持

続可能な経済活動、化学物質、生物多様性と土地利用の各

分野の具体的な政策や課題の概要についてまとめた。
http://www.eea.europa.eu/publications/towards-a-green-economy-in-europe 

責任ある化学物物質の取り扱いが半導体産業成長の鍵を握
る（2013.7.12）
米 国 の 化 学 物 質 管 理 策 の 一 翼 を 担 う 有 害 物 質 規 制 法

（TSCA）が、新規化学物質の評価、企業秘密情報の取り扱い、

イノベーションへ及ぼす影響を分析し、必要な改善を行う

ため、下院エネルギー商業委員会の環境・経済小委員会で

審議が続いている。米国半導体工業会は、小委員会で専門

家として証言し、健康と環境を守りつつ、イノベーション

を促進し、知財を保護するというバランスの取れた柔軟な

規制を設計する必要があると述べた。
http://www.semiconductors.org/blog/responsible_use_of_chemicals_enables_

semiconductor_innovation/
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寄稿

はじまったナノカーボン材料の本格的な実用化
に向けた取り組み
－第 1 回ナノカーボン実用化推進研究会 開催－

産総研ナノチューブ応用研究センター　研究員　阿多誠介

安全性を担保しつつ、いかに迅速にナノカーボンを実用化

していくのか。これは今、ナノカーボンに携わるすべての

技術者・研究者に課せられた課題ではないだろうか。

1985 年の H. Kroto, R. Smalley らによるフラーレンの発見

以降、ダイヤモンド、黒鉛に次ぐ第三のカーボン材料とし

て注目されるようになったナノカーボン材料は、優れた電

子移動度や機械強度を有することから、様々な産業分野へ

の応用が期待されてきた。代表的なナノカーボン材料であ

るフラーレン、カーボンナノチューブ、グラフェンは、炭

素原子間の結合様式は同じであるにもかかわらず、それぞ

れ 0 次元、1 次元、2 次元と異なる構造次元をもち、さら

におのおの電子状態が変化に富むことから、ナノカーボン

材料の想定される応用範囲は多岐にわたる。カーボンナノ

チューブに限ってみても、年間 10,000 報以上もの論文が

発表されており、世界中で熾烈な研究競争が繰り広げられ

ている。しかし、今のところナノカーボン材料の本格的な

実用化は達成されていない。

BULLETIN

炭素繊維は 1959 年の製造法の確立以降、50 年におよ

ぶ研究開発を経て、軽量高強度材料として Boeing 787 

Dreamliner に本格的に採用された。しかし世界中で熾烈

な研究開発競争が繰り広げられている状況を考えると、ナ

ノカーボン材料の場合は炭素繊維のように長い時間をかけ

て実用化することは現実的ではない。日本が将来にわたり

素材・製造分野において高い国際競争力を維持してゆくた

めには、世界に先駆けてナノカーボン材料の実用化を達成

していくことが不可欠である。

これまでも指摘されてきたことであるが、日本におけるナ

ノカーボン材料の実用化への取り組みは、小さな枠組みの

なかで進められてきた。また企業間において、お互いの技

術を知るための情報交換の機会も限られていた。このよう

な現状を打開し、これから産学を挙げてナノカーボンとい

う「新しい素材」の短期間での実用化をなし遂げるために

は、材料メーカー、成型加工メーカー、エンドユーザー、

そして大学・公的研究機関がお互いの技術を紹介しあい、
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各々の強みを活かしながら、適切な研究開発リンケージを

形成していく必要がある。ナノカーボン材料がいかに良い

素材であるとは言え、その持てる潜在的な能力を引き出す

ためには、適切な素材の製造法、使用法、解析法、管理法

などの連携体制の構築が必須である。

ナノカーボン実用化推進研究会（以下「研究会」と略す）

は、そのようなニーズに応え、ナノカーボン材料の実用化

をオールジャパンの体制で一致団結して進めるべく、フ

ラーレン・ナノチューブ・グラフェン学会（FNTG 学会）

[1] と技術研究組合単層 CNT 融合新材料研究開発機構 [2]

（TASC）が中心となり組織された「企業間の情報交換の場」

である。取りまとめと準備に奔走したのは、産総研の友納

茂樹氏らである [3]。 第 1 回研究会は、FNTG 学会の主催、

TASC の協賛により 2013 年 8 月 8 日、大阪大学豊中キャ

ンパスにおいて開催された。図 1 および図 2 に第 1 回研

究会の様子を、表 1 に発表者とその話題を示した。

研究会には産学官の各分野から、主催者側の予想を超える

170 名もの参加者が集まった。研究会に先立つ 8 月 7 日

には懇親会が開催され、講演者・参加者同士の交流・情報

交換が図られた。図 3 に第 1 回研究会の参加者の内訳を

示す。主催者が意図したとおり、すべての参加者に占める

企業からの参加者の割合は 77% であった。企業から多く

の参加者を集めたことは、ナノカーボン実用化推進研究会

の設立趣意が産業界のニーズに合致していることを裏付け

ている。一方で、参加者に占めるフラーレン・ナノチュー

ブ・グラフェン学会員の割合は全体のわずか 21% であっ

た。第 1 回研究会は FNTG 学会主催の第 45 回フラーレン・

ナノチューブ ･ グラフェン総合シンポジウムの会期 8 月 5

〜 7 日に併せて開催されたにもかかわらず、FNTG 学会員

は翌日開催のナノカーボン実用化推進研究会にはほとんど

参加しなかったのである。

近年フラーレン・ナノチューブ・グラフェン総合シンポジ

ウムにおいては企業からの発表が少なく、FNTG 学会長で

ある丸山茂夫教授もこの点を憂慮していた。企業において

もナノカーボン材料の研究開発が活発に行われているにも

かかわらず、フラーレン・ナノチューブ・グラフェン総合

シンポジウムに企業からの参加者が少ないことは、現在の

FNTG 学会の在り方が企業の求めるところと乖離している

事を意味しているのではないだろうか。もしそうであれば、

これはナノカーボンの実用化にとって乗り越えなければな

らない課題であり、FNTG 学会と研究会の一層の連携を図

図 1　第 1 回ナノカーボン実用化研究会　会場の様子

図 2　8 月 7 日に行われたキックオフ懇親会の集

合写真。前列左より東レ吉川氏、日本ゼオン荒川

氏、産総研友納氏、FNTG 学会長丸山氏、名城大

学（産総研）飯島氏、産総研湯村氏、クラレリビ

ング秋庭氏、トヨタ自動車今西氏、昭和電工森田

氏、中段右から 6 人目が NEC 弓削氏。
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る必要がある。

また FNTG 学会に多く参加していた学生が、研究会への参

加費が無料にも関わらず、ほとんど参加していなかった。

学生にとっては普段知ることのできない企業における研究

開発のトレンドに触れる絶好の機会でもあったはずであ

る。ナノカーボン実用化推進研究会の冒頭の挨拶で、中国

で市販されているカーボンナノチューブを用いたタッチパ

ネルを採用したスマートフォンを持ち、実用化のために国

際的感覚、創造性、戦略性を有した人材の育成の重要性を

説いた飯島純男氏の姿は印象的であった。また、来賓の経

済産業省の北岡氏は「ナノカーボン材料は日本の産業を救

うだけの産業として育っていない。ここ 1、2 年が勝負と

考えている。」と今後の展開に期待を述べた。これからの

ナノカーボンの研究開発を担う若い世代の育成は、材料・

素材という日本の産業の強みを維持発展させていくうえで

も重要な課題である。ナノカーボン実用化推進研究会にお

いても学生への研究会の開催の周知を行っていくとしてお

り、次回以降、多くの学生が研究会に参加することを期待

したい。そのために次回以降も学生の参加費は無料に据え

おく。

ナノカーボンの応用展開の課題として、もう一つ注目すべ

きことがあった。今回の 7 件の講演すべてにおいて安全性

に関する取り組みが報告された点で、安全性がナノカーボ

ン材料を実用化する際の大きな関心事となっている事を実

感した。製造ラインにおける作業者から、ナノカーボンを

含む材料の使用者まで、その安全性をいかに保証していく

のか。これは企業単独で取り組むには自ずと限界があり、

特に産総研を含む公共機関がきちんと管理の指針をだし、

さらに個別のケースごとに安全性が保証できるかどうかを

判断する事を支援していく必要があると痛感した。この課

題を確実に乗り越えなければナノカーボン材料の本格的な

多岐にわたる実用化は成し遂げられないであろう。今後、

この実用化推進研究会を通じてナノ材料のリスクの研究者

が企業の安全性評価に対するニーズを汲み取り、その研究

発表タイトル 発表者 発表者所属

冒頭挨拶 ｾﾝﾀｰ長 飯島 澄男
名城大学大学院理工学研究科 教授
＜兼任＞産業技術総合研究所ﾅﾉﾁｭｰﾌﾞ応
用研究ｾﾝﾀｰ

来賓挨拶 産業戦略官 北岡 康夫
経済産業省 製造産業局ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｽ･
ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･材料戦略室

気相法炭素繊維VGCFと用途開発 副ｾﾝﾀｰ長 森田 利夫
昭和電工株式会社 先端電池材料部大川
開発ｾﾝﾀｰ

カーボンナノホーンの量産技術と応用開拓 主任 弓削 亮太 日本電気株式会社 ｽﾏｰﾄｴﾈﾙｷﾞｰ研究所

２層ＣＮＴ透明導電フィルム 室長 吉川 正人
東レ株式会社 研究･開発企画部 CR企画
室

産官連携単層CNT大型事業の離陸カウントダウン 特別経営技監 荒川 公平 日本ゼオン株式会社

垂直配向CNTの燃料電池用電極への応用
主任 今西 雅弘 トヨタ自動車株式会社1技術開発本部 FC

開発部

ＣＮＴコーティングによる導電繊維「ＣＮＴＥＣ」の開発と実用
化

部長 秋庭 英治 クラレリビング株式会社 研究開発部

カーボンナノチューブの応用の現状と将来展望 特別特任教授 遠藤 守信 信州大学

表 1　 第 1 回ナノカーボン実用化推進研究会の発表者とタイトル

図 3　研究会参加者の所属の内訳。企業から多数の参加が

あった。

図 4　研究会参加者全体に占めるフラーレン・ナノチュー

ブ・グラフェン学会会員、非会員の比率。前日まで開催さ

れた FNTG 学会の参加者の参加増が今後の課題の一つ。
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成果をより緊密に開発現場にフィードバックしていくこと

を期待したい。

かつてソニーの創業者である井深大氏は、学校というマー

ケットに注目することによりテープレコーダーを一気に普

及させることに成功した。その時に述べた言葉である。

「新しいものにチャレンジし、新しいものを創り、新しい

マーケットを創り出していくことも技術革新の一つ。マー

ケットは我々が積極的にこしらえていくのだ。」[4]

ナノカーボン材料は既存材料の代替としてだけではなく、

新しい使い方を見いだしてこそ、真の価値を得ることがで

きる。まさに今我々ナノカーボンに携わる研究者・技術者

に必要なことは、新しいものを創り、そして新しいマーケッ

トを我々自身の手によって創り出していくことである。研

究会がそのはじめの一歩となるように期待したい。

次回のナノカーボン実用化研究会は 2014 年 3 月 3 〜 5

日に東京大学伊藤謝恩ホールで開催される第 46 回フラー

レン・ナノチューブ ･ グラフェン総合シンポジウムに併せ、

3 月 6 日（木）に開催される予定である。

References：
[1] フラーレン・ナノチューブ・グラフェン学会
http://fullerene-jp.org/jp/main3_about.html

[2] 技術研究組合単層 CNT 融合新材料研究開発機構：つく

ばイノベーションアリーナ・ナノテクノロジー拠点の 6 つ

のコア領域のうち「カーボンナノチューブ」と「ナノ材料

安全評価」を NEDO からの委託によって行う技術研究組合。
http://www.tasc-nt.or.jp/index.html

[3] 「ナノカーボン実用化推進研究会」設立および第 1 回研

究会開催にあたって」、友納茂樹、PEN Vol.4, No.4, pp3-4 

（2013）

[4]「井深大語録」井深精神継承研究会編著、ソニーマガ

ジンズ（1994）より抜粋
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国内動向

26 年度概算要求（2013.9.2）
8 月末までに平成 26 年度予算概算要求の概要が明らかに

なった。内閣府、文部科学省、経産省などが要求した科学

技術関係予算の総額は 4 兆 1522 億円。この額は昨年に比

べ 15％以上の伸びで、過去最高である。エネルギー、次

世代インフラ、医療分野などに重点配分される計画が示さ

れている。このうち文科省分が 64％の 2 兆 6444 億円で、

スパコン「京」の後継機、ロケット、日本版 NIH 設置推

進などが盛り込まれた。経産省分は 6679 億円と総額の

16％ほどであるが、昨年度からの伸び率は 31％と高い。

内閣府総合科学技術会議の科学技術政策の司令塔としての

役割と権限強化のために新しく予算枠が設けられた府省横

断型の戦略的研究開発事業推進のための「科学技術イノ

ベーション創造推進費」には、517 億円が計上された。こ

れは 27 億円に倍増した「科学技術イノベーション政策等

の推進」に加え、関係省庁の科学技術関連概算要求から

約 500 億円を内閣府に移すことで確保される。この推進

費で支援される課題の詳細については今後の議論で選定さ

れることになるが、洋上風力発電などエネルギー関連技術

や次世代パワー半導体、3D プリンターといった先端技術

に加え、iPS 細胞による創薬、日本版 NIH 設置推進などの

一部も支援されることになる。なお、日本版 NIH 構想は、

米国立衛生研究所（NIH）に倣った独立行政法人として

2015 年の設置を目指して進められているもので、文部科

学省、厚生労働省、経済産業省あわせて 1382 億円が盛り

込まれている。

このように科学技術関連の概算要求はとりわけ政府が成長

産業と位置付けている医療分野などが大きな伸びを示し過

去最大規模となっている。一般会計予算に対する各省庁の

概算要求の総額も過去最大の 99 兆円台となり、特別会計

に計上される 4 兆 5000 億円程度とみられる東日本大震災

からの復興費用を併せると 100 兆円を超すのは確実であ

る。国債費も 13.7％増の 25 兆 2792 億円と過去最大とな

る。

内閣府概算要求　
http://www.bousai.go.jp/taisaku/yosan/pdf/26_yosan.pdf#search='%E5%86%85%E

9%96%A3%E5%BA%9C+%E6%A6%82%E7%AE%97%E8%A6%81%E6%B1%82+%E5%

B9%B3%E6%88%9026%E5%B9%B4%E5%BA%A6'

文部科学省概算要求　
http://www.mext.go.jp/a_menu/yosan/h26/1339138.htm

経済産業省概算要求　
http://www.meti.go.jp/main/yosangaisan/fy2014/index.html

厚生労働省概算要求　
http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/14syokan/

農林水産省概算要求　
http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/yosan/130829.html

環境省概算要求　
http://www.env.go.jp/guide/budget/h26/h26-gaiyo.html

日・ベトナム標準化・認証協力文書に署名（2013.8.26）
標準化・認証分野におけるアジア諸国との連携強化の一環

として、ベトナム科学技術省標準・計量・品質局（STAMEQ） 

と日本工業標準調査会（JISC）との間で、標準化・認証協

力文書についての協議が整い、署名が行われた。
http://www.meti.go.jp/press/2013/08/20130826004/20130826004.html
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（1） バイオマス変換反応のための普遍元素触媒

（2）イリジウムを代替するホイスラー合金

（3） 単層カーボンナノチューブ薄膜によるインジウム代替
http://www.jst.go.jp/pr/info/info978/index.html

HIV 感染、過去最高（2013.8.30）
厚生労働省は 4 月 1 日〜年 6 月 30 日までの 3 カ月間の

新規 HIV 感染者報告数、新規 AIDS 患者報告数がいずれも

過去最高となったことを公表した。
http://api-net.jfap.or.jp/status/2013/1308/20130830_coment.pdf

無煙タバコ製品による健康被害を阻止するための緊急提言
（2013.8.30）
日本学術会議は「無煙タバコ製品（スヌースを含む）によ

る健康被害を阻止するための緊急提言」を公表した。
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-t177-1.pdf

安衛法におけるラベル表示・SDS 提供制度（2013.8.28）
経済産業省と厚生労働省は、化学物質を取り扱う事業者を

対象に化管法・安衛法におけるラベル表示・SDS（安全デー

タシート）提供制度を開始した。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/130813-01-02.

pdf

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/130813-01.html

外国人留学生の受入れ戦略（2013.8.28）
文部科学省では、今年 3 月に高等教育局長の下に「戦略的

な留学生交流の推進に関する検討会」を設置し、世界の成

長を取り込むための外国人留学生の受入れ戦略を検討して

きた。その中間まとめを公表した。
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1339091.htm

東 北 大 学 が 未 到 エ ネ ル ギ ー 研 究 セ ン タ ー を 設 立
（2013.8.27）
東北大学流体科学研究所附属未到エネルギー研究センター

は、流体科学研究所が目標として掲げ、組織横断的に実施

してきたエネルギー分野に関わる流体科学の研究を発展強

化するとともに、 異分野の学術領域とも相互に連携するこ

とにより、流体科学を基盤とする多様なエネルギー研究を

展開し、エネルギー問題解決の鍵となる、従来は有効なエ

ネルギー変換が困難であった未到エネルギーの活用のため

の研究を強力に推進するセンターとして設置され、設立記

江崎玲於奈賞に京都大学の北川進氏（2013.9.4）
ナノ科学・ナノテクノロジーの分野で世界的な業績を挙げ

た研究者に与えられる「江崎玲於奈賞」の第 10 回受賞者

に京都大の北川進教授が選ばれた。授賞対象の研究は「革

新的な多孔性金属錯体の開発」。また、第 24 回つくば賞

には筑波大学の林純一氏、つくば奨励賞 ( 実用化研究部門 )

には物質・材料研究機構の鳥塚史郎氏、つくば奨励賞（若

手研究者部門） には同じく物質・材料研究機構の吉川元起

氏が選ばれた。
http://www.i-step.org/prize/award/index.htm

来年度の海洋科学技術関連新規施策の事前評価（2013.9.2）
文部科学省は平成 26 年度の海洋科学技術関連新規施策、

具体的には次世代有人潜水調査船システムの開発、深海地

球ドリリング計画推進についての事前評価を行い、公表し

た。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu5/reports/__icsFiles/

afieldfile/2013/09/02/1339079_1.pdf

若者の「使い捨て」が疑われる企業等に関する無料電話相
談の結果について（2013.9.2）
厚生労働省は 8 月 8 日に公表した、若者の「使い捨て」

が疑われる企業等に関する無料電話相談を 9 月 1 日の日

曜日に行った。相談件数は 1042 件に達し、賃金不払残業、

長時間労働・過重労働、パワーハラスメントといった相談

内容が多数を占めた。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000019371.html

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/

wakamono/index.html

平成 24 年度経済産業省独立行政法人評価委員会評価結果
（2013.8）
経済産業省独立行政法人評価委員会は、独立行政法人通則

法に基づき、経済産業省所管独立行政法人の各事業年度及

び中期目標に係る業務の実績に関する評価を行い、産業技

術総合研究所分も併せて公表した。
http://www.meti.go.jp/committee/summary/0001630/report2013/index.html

http://www.meti.go.jp/committee/summary/0001630/report2013/aist.pdf

国際科学技術共同研究推進事業「日本－ EU 共同研究」新
規課題決定（2013.8.30）
科学技術振興機構（JST）は欧州委員会研究イノベーショ

ン総局と共同ですすめる、国際科学技術共同研究推進事業

（戦略的国際共同研究プログラム）「日本－ EU 共同研究」

の課題 3 件を決定した。
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念式典が行われた。
http://www.tohoku.ac.jp/japanese/2013/08/press20130826-02.html

子ども霞が関見学デー（2013.8.26）
内閣府の科学技術政策・イノベーション担当は、子どもた

ちに科学技術の面白さを知ってもらおうと、8 月 7 〜 8 日

に開催された子ども霞が関見学デーにおいて、久間議員ら

による「みんなでサイエンス」という授業を行った。今年

は電池をテーマに取り上げた。
http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/cstp/20130807-08.html

研究開発マネジメントにいかす評価（2013.8.26）
文部科学省は「研究開発マネジメントにいかす評価〜我が

国の研究開発機関における研究開発評価活動の現状と課

題〜」を公表した。これは平成 18 年度から平成 23 年度、

文部科学省科学技術・学術戦略官付が大学、独立行政法人

及び大学共同利用機関等の現場に赴き実施してきた聞き取

り調査を基に、研究開発評価に関する施策や事業から知り

得た事例や工夫を、研究開発評価推進検討会においてとり

まとめ、分析したもの。
http://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/hyouka/1338814.htm

劇場 ･ 音楽堂 ･ 美術館と連携するアート ･ フェスティバル
人材育成事業〈声なき声、いたるところにかかわりの声、
そして私の声〉芸術祭（2013.8.26）
大阪大学文学研究科では、大阪大学コミュニケーションデ

ザイン ･ センター、大阪大学国際公共政策研究科等と共催

で、人材育成プログラム「劇場・音楽堂・美術館等と連携

するアート・フェスティバル人材育成事業 －〈声なき声、

いたるところにかかわりの声、そして私の声〉芸術祭－」

を本年 9 月から実施する。本プログラムでは、多ジャン

ルにおよぶ事業担当者のもとでそれぞれの特性を学びなが

ら、芸術祭を企画運営することで、芸術を広くカバーでき

るようなマネジメント人材を育成することを目標とする。
http://www.osaka-u.ac.jp/ja/news/ResearchRelease/2013/08/20130826_1

サステイナビリティ・サイエンス ワーキンググループ
（2013.8.20）
日本ユネスコ国内委員会は今年 1 月に開催したサステイナ

ビリティ・サイエンスの推進についての議論に係る配布資

料を公開した。東京大学サステイナビリティ学連携研究機

構（IR3S）の活動 や、日本ユネスコ国内委員会による「サ

ステイナビリティ・サイエンス」に関するユネスコへの提

言等が含まれる。
http://www.mext.go.jp/unesco/002/006/002/008/shiryo/1338575.htm

食品に関するリスクコミュニケーション（2013.8.20）
消費者庁、内閣府食品安全委員会、厚生労働省及び農林水

産省は、東京、愛知及び北海道で「食品に関するリスクコ

ミュニケーション〜食品中の放射性物質対策に関する説明

会〜」を開催する。なお現在食品中の放射性物質に関する

情報は以下の URL で公開している。

・消費者庁　東日本大震災についてのお知らせ
http://www.caa.go.jp/jisin/index.html

・内閣府食品安全委員会　食品中の放射性物質に関する情

報
http://www.fsc.go.jp/sonota/emerg/radio_hyoka.html 

・厚生労働省　東日本大震災関連情報「食品中の放射性物

質への対応」
http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/shokuhin.html

・農林水産省　東日本大震災に関する情報
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/index.html

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000015766.html

JIS 規格を制定・改正（2013.8.20）
経済産業省は日本工業規格（JIS 規格）について 2 件の制

定及び 5 件の改正を行った。新しく「排ガス中の粒子状物

質の質量濃度測定方法」の JIS が制定された。
http://www.meti.go.jp/press/2013/08/20130820001/20130820001-1.pdf

産学官連携功労者表彰（2013.8.19）
内閣府は第 11 回産学官連携功労者表彰を行い、内閣総理

大臣賞をはじめとする 11 賞が 14 件の技術に対して贈ら

れた。内閣総理大臣賞は、東京大学教授菊池和朗氏が世界

に先駆け原理実証したデジタルコヒーレント技術を用いて

100 ギガビット光伝送システムを実用化開発し、海底ケー

ブルシステムをはじめとする装置として実用導入した日本

電気（株）、富士通（株）、三菱電機（株）の「100 ギガビッ

ト級超高速光伝送システム技術の研究推進及び成果展開」

が選ばれた。
http://www8.cao.go.jp/cstp/sangakukan/hyosho/2013sangakukan-1.pdf

科学技術イノベーション政策推進専門調査会資料公開
（2013.8.16）
総合科学技術会議は 8 月 9 日に開催した第 10 回科学技術

イノベーション政策推進専門調査会の配布資料を公開し
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た。
http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/innovation/10kai/index.html

「大学等シーズ・ニーズ創出強化支援事業」の採択機関の
決定（2013.8.16）
文部科学省は、「大学等シーズ・ニーズ創出強化支援事業

（イノベーション対話促進プログラム）」の採択機関を決定

し公表した。これは、大学等において多様な参加者の知見

を活用したデザイン思考の対話型ワークショップ等を運営

することなどにより、大学等発のイノベーションを創出す

る確率を高めることとそのプロセスの検証を行うことを目

的としたもので、29 大学、1 法人が採択された。
http://www.mext.go.jp/b_menu/boshu/detail/1338626.htm

平成 24 年度 文部科学白書（2013.8.16）
文部科学省は、教育、科学技術・学術、スポーツ、文化芸

術における施策を取りまとめた平成 24 年度 文部科学白書

を公開した。白書は第 1 部「特集」、第 2 部「文教・科学

技術施策の動向と展開」からなる。
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpab201301/1338525.htm

水素自動車及び水素スタンドの普及のための規則改正
（2013.8.15）
経済産業省は、水素スタンドにおいて圧縮水素を貯蔵する

ための蓄圧器について、研究開発が完了し、近く市場に投

入される予定のライナーに周方向のみ又は軸方向及び周方

向に樹脂含浸連続繊維を巻き付けた複合構造を有する圧力

容器の使用が可能となるように、関係省令を改正した。
http://www.meti.go.jp/press/2013/08/20130815002/20130815002.html

内閣府特命担当大臣が理化学研究所視察（2013.8.9）
山本一太内閣府特命担当大臣（科学技術政策担当）は 8 月

9 日、理化学研究所播磨地区の放射光科学総合研究セン

ターと神戸地区の発生・再生科学総合研究センターおよび

計算科学研究機構を視察した。
http://www.riken.jp/pr/topics/2013/20130809_2/

http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/syutyo/130809riken.html

「科学技術指標 2013」の結果公表（2013.8.9）
科学技術・学術政策研究所は、我が国の科学技術活動を客

観的・定量的データに基づき体系的に分析した「科学技術

指標 2013」を取りまとめ公表した。
http://data.nistep.go.jp/dspace/handle/11035/2409

科学技術戦略推進費「総合科学技術会議における政策立案
のための調査」実施方針（2013.8.8）
総合科学技術会議は、第４期科学技術基本計画及び科学技

術イノベーション総合戦略に掲げる科学技術イノベーショ

ン政策を効果的、効率的に推進するため、政策、施策等の

達成目標を明確に設定したうえで、進捗状況について適切

にフォローアップを行う。また、総合科学技術会議の関与

により推進されてきた先端医療開発特区（スーパー特区）

の終了に伴い、そのフォローアップにかかる調査を行う。
http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/yusikisha/20130808/si-1-1kettei.pdf

http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/yusikisha/20130808/si-1-2kettei.pdf

若者の「使い捨て」が疑われる企業等に関する無料電話相
談（2013.8.8）
厚生労働省は 9 月 1 日、若者の「使い捨て」が疑われる

企業等に関する無料電話相談を行った。これはいわゆるブ

ラック企業と呼ばれる悪質な労働を強いる企業に係る相談

を受け付けるもの。厚生労働省の相談は 1 日のみだが、9

月 2 日（月）以降は、各都道府県労働局または労働基準

監督署で電話またはメールによる労働相談を受け付けてい

る。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/

wakamono/index.html

「研究大学強化促進事業」の支援対象機関を決定（2013.8.6）
文部科学省は、今年度から開始する研究大学強化促進事業

の支援対象機関を決定した。「研究大学強化促進事業」は、

大学及び大学共同利用機関法人における、研究戦略や知財

管理等を担う研究マネジメント人材群の確保・活用や、集

中的な研究環境改革を組み合わせた研究力強化の取組を支

援することを目的とした事業で、17 の国立大学、2 私立

大学、3 大学共同利用機関法人が選ばれた。
http://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/sokushinhi/1338460.htm
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FEATURES

新興の科学技術のテクノロジーガバナンス
社会との双方向コミュニケーションに基づく実践的アプローチ

産総研ナノシステム研究部門ナノテクノロジー戦略室　
関谷瑞木、安順花、阿多誠文

はじめに

ナノテクノロジーは 21 世紀の幕開けと同時に戦略的な研

究開発が始まった基盤技術である。その研究開発は、持続

可能な社会の実現に向けた様々な社会ニーズに応え、10

年以上に及んだ研究開発の成果をグローバルな課題の解決

に役立てなければならない時期に入ってきた。その社会

への応用展開のカギを握るのは、社会との双方向コミュニ

ケーションに基づく包括的テクノロジーガバナンスであ

る。我々は、新興の科学技術につきものの科学的不確実性

への科学者・技術者の取り組みを政策担当者や市民と共有

し、また科学技術政策の動向や新興の科学技術のリスク管

理策や規制政策の動向を科学者・技術者が共有する仕組み

をデザインし、実践的なコミュニケーション活動を展開し

てきた。ここでは、新興の科学技術領域におけるサイエン

ス -、リスク -、そしてソーシャル - コミュニケーションの

実践的な社会受容の活動を通したテクノロジーガバナンス

に関する我々の取り組みを紹介する。

ナノテクノロジーと社会、取り組みの背景

1974 年、 日 本 で 開 催 さ れ た 第 1 回 目 の International 

Conference on Precision Engineering （ICPE） に お い て、

当時東京理科大学の教授だった谷口紀男氏は、”On the 

basic concept of nano-technology” と題する講演を行った。

谷口は日本のモノづくりシステムを支えてきた精密機械加

工技術が到達し、可能とする究極のサイズの技術をナノテ

クノロジーと名付けたのである [1]。このようなナノテク

ノロジーは今日、トップダウンのナノテクノロジーと呼ば

れている。このアプローチとは逆に、原子や分子を特定の

場所に集積する技術はボトムアップのナノテクノロジーと

呼ばれている。その方法論を可能にしたのは、1982 年の

Gerd Binnig と Heinrich Rohrer の両氏による走査型トンネ

ル顕微鏡の発明である。この成果は後に走査型プローブ顕

微鏡の開発へと引き継がれ、通電した探針（プローブ）で

原子 1 個を掴み目的の場所に置くナノ加工技術へと発展し

た [2]。1986 年に二人はボトムアップのナノテクノロジー
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に道を拓いた功績によりノーベル物理学賞を受賞すること

になる。

1990 年代になると、21 世紀の前半にはナノテクノロジー

は最も重要な科学技術になるとの期待が膨らんできた。日

本でも 1990 年代になると、産学連携のプロジェクトのア

トムテクノロジー研究体（JRCAT）などで、ボトムアップ

の手法の研究開発が盛んに行われるようになった [3]。そ

れまでに培ってきた高い精密機械加工技術に加えて、ボト

ムアップの技術の研究開発を加速することで、日本は来る

べきナノテクノロジーの研究開発に備えた。実際に、21

世紀を迎えると、欧米や日本をはじめとしてグローバルな

レベルで、政府の財政的政策的支援を背景に、ナノテクノ

ロジーに対する戦略的な研究開発投資が行われるように

なった。日本でも 1990 年代に培われてきたトップダウン

とボトムアップのナノテクノロジーの手法の融合により、

新しいナノシステムの創生が試みられたのである。

そのナノテクノロジーの研究開発には、前世紀の科学技術

の研究開発とは異なる二つの新しい方法論が導入された。

一つはナノテクノロジーが学問ではなく、学際として展開

したことである。化学、物理学、生物学などの様々な学問

体系を網羅し、さらに精密機械加工や製造プロセスまでを

も包含する学際の科学技術として発展することは、トップ

ダウンとボトムアップ手法の融合によるナノシステムの創

生を目指したナノテクノロジーの必然だった。学際として

のナノテクノロジーは様々な基礎科学の探索研究のニーズ

と、そこから生まれる技術の応用と実用化のニーズを共に

満たさなければならない [4]。内閣府の総合科学技術会議

（CSTP）は、そのトレンドを強く意識して研究開発の枠組

みと研究開発プログラムを策定した。また、先端の学際分

野における異分野融合や産学官の連携といった基本方針を

より効果的に進めるため、それまで以上に科学技術政策と

イノベーション政策をより密接に一体として運用した。

もう一つの特徴は、ナノテクノロジーが創出する新しい技

術が社会に及ぼす影響を事前に予測評価し、それを研究開

発にフィードバックするナノテクノロジーの社会的影響

（societal implication of nanotechnology）という考え方が

導入されたことである。米国科学財団（NSF）が 2000 年

9 月に開催した同名のワークショップがその先導的な役割

を果たした [5]。ナノテクノロジーの社会的影響という考

え方が新しい学際分野のナノテクノロジーの研究開発の方

法論に持ち込まれたことで、ナノテクノロジーの社会経済

的な影響等も検討されるようになった。結果として、ナノ

テクノロジーは、経済学や社会学などの社会科学を含めた

学際分野へとその裾野を広げていった。

学際領域の研究開発とは、そこに包含される複数の学問体

系をホチキスで束ねて止めるような単純なものではない。

多様な学問体系を基礎にした新しい知と価値の創出には、

基盤となる学問体系にはなかった新たな科学的不確実性が

不可避である。さらにナノテクノロジーは、光学顕微鏡で

も確認できないほどの小さな世界の物質を扱い、技術を開

発する新しい科学技術であり、たとえばナノサイズの粒子

やデバイスの環境への影響や健康への影響といった潜在的

なリスクが指摘された。新興の科学技術の科学的不確実性

が高いことは、否定的な意味合いのみがある訳ではない。

研究者にとって科学的な不確実性が高いことは、その科学

技術が魅力的な研究対象であることを意味し、不確実性が

高いからこそ研究への情熱を維持できるのである。

しかし、科学的な不確実が高く、科学技術の行く末や社会

への影響などを予見し難いとき、人々の心にはその科学技

術に対する漠然とした不安が生じる。我々の将来の社会に

極めて有用な技術であっても、漠然とした不安が希薄な科

学的根拠に基づいてその研究開発を妨げるなら、それが引

き起こす将来価値の損失もまた大きな科学技術のリスクと

なる。このような漠然とした不安を解消するために、科学

的な不確実性を解明すべく様々なアプローチが試みられ、

具体的な技術のマネジメントのあり方が検討されてきた。

ナノテクノロジーのような科学的な不確実性の高い新興の

科学技術の場合は、その不確実性を解明することは容易な

ことではなく、管理策の策定には時間も要する。従って、

リスク評価方法やリスク管理策、さらにはそれを産業に活

用するための工業標準化といった科学技術のマネジメント

が整わない段階で研究開発を進め、その成果を社会に還元

する方策を考えていかなければならないのである。このよ

うな状況のなかで我々が検討しなければならないことは、

テクノロジーマネジメントが出来上がっていない段階で

あっても、その科学技術の大きな将来価値を損なわないよ

うに研究開発や産業化を、いかに責任をもって進めるかで

ある。このような考えに基づく研究開発に必要とされるの

がテクノロジーガバナンスであり、その鍵を握るのは、科

学技術の研究開発や応用を進めようとする側と科学技術政

策の担当者とのリスクコミュニケーションであり、社会と

のサイエンスコミュニケーションである。

異分野融合や産学官の連携が強く求められるナノテクノロ

ジーのテクノロジーガバナンスを効果的に推進していくた

めには、研究開発サイド、政策サイド、そして社会をつな

ぐ効果的な双方向コミュニケーションの実践が不可欠であ

る。そのような包括的な双方向コミュニケーションは、様々

な科学技術分野の基盤技術として戦略的な研究開発投資が
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進められてきたナノテクノロジーの研究開発の成果を効果

的に社会に還元するための最も基本的な社会受容の取組み

の一つでもある。

我々は、本稿において、このようなテクノロジーガバナン

スのための社会との双方向コミュニケーションのツールを

どのようなコンセプトに基づいてどのように設計し、いか

に情報共有を進めてきたのかを紹介する。また、そのよう

なコミュニケーションの実践が、ナノテクノロジーのテク

ノロジーガバナンスに与えた影響や効果について考察す

る。

なぜコミュニケーションが必要とされるのか

新興の学際領域として発展してきたナノテクノロジーは、

エネルギー問題やライフサイエンスなどのグロ―バルな問

題を解決し、我々が豊かで持続可能な社会を築くための基

盤として、極めて大きなインパクトを社会にもたらすと考

えられる。ただ、将来社会へ大きなインパクトを持つ技術

は、一方でその潜在的なリスクも極めて大きいことに我々

は留意しておかなければならない。たとえば、2011 年 3

月 11 日に発生した東日本大震災の直後に福島第一原子力

発電所で発生した一連の事故は、新しい技術のもつ大きな

潜在的リスクを白日の下に晒した。この事故によって顕在

化したのはまさしく科学技術のリスクだが、そのクライシ

スは科学技術だけで解決できるような問題ではなかった。

対応策の決定は急を要したが、その結果は多くのステーク

ホルダーに多大な影響を及ぼした。「科学に問うことはで

きても、科学には答えることのできない問題がある」とア

メリカの物理学者 Alvin Weinberg 氏が、原子力発電所の

多重防護の安全監視システムの故障の確率の議論のなかで

述べたのは 1972 年のことである [6,7]。大きな社会的イ

ンパクトを持つナノテクノロジーもまたそのような大きな

リスクの顕在化の可能性を抱えているのである。

これまでにも科学技術について社会とコミュニケーション

を図るための様々な試みが実施されてきた。現在も、図 1

に示すように、官公庁、企業、研究機関、大学などが主体

となり、サイエンスカフェや小中学校等への出前授業な

ど、様々な科学を伝えるための試みが行われている [8,9]。

しかし我々科学技術の研究開発に携わる者は、社会とのコ

ミュニケーションが一方的に科学技術についての情報の発

信に陥らない様に留意することも忘れてはならない。ナノ

テクノロジーのように社会へのインパクトが大きい新興の

科学技術がより良い社会の創造へ貢献するためには、社会

との双方向コミュニケーションによって、将来像や科学技

術のあり方について合意を形成しつつ研究開発を進めるこ

とが重要になる。政策サイドまで包含する社会との双方向

のコミュニケーションに基づくテクノロジーガバナンス

が、技術の包括的マネジメントの手法が存在しないという

難題を乗り越えることを可能にする。

しかし実際には、科学技術について伝える側が、社会が科

学技術に何を求めているのかを聞くための仕組みが十分に

機能しているとは言えない状況にある。科学技術の情報を

社会へ伝えるだけでは、社会とコミュニケーションしてい

るとはいえない。さらに、科学技術に関する情報を提供さ

れる側にいる人々は、すでに相当程度に科学について「知っ

て」おり、さらに科学者や技術者の話を聞きたいと考えて

いる者も以前に比べ確実に増えていると指摘されている

[9]。科学技術の研究開発に携わる側もまたこのような人々

と同じだけの熱意で、社会が科学技術に何を求めているの

かについて真摯に聞き、理解しなくてはならない。研究者・

技術者から社会に向けたサイエンスコミュニケーションと

同様に、社会から研究者・技術者に向けたソーシャルコミュ

ニケーションも重要である。研究開発中の科学技術に関係

する政策動向や規制動向について正しく現状や社会ニーズ

を把握しておくことは研究者・技術者の社会的責務である。

このように、新興の学際領域のナノテクノロジーを基盤と

する様々な科学技術の研究開発動向について広く社会に配

信すると同時に、社会が研究開発側に求めるニーズ、科学

技術政策や規制動向を研究者に効果的に伝えるような双方

向コミュニケーションのツールが必要である。そしてその

ツールはコミュニケーションを限定的なものではなく、よ

図 1　サイエンスコミュニケーションの現状
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り広範で効果的で断続的なものにする機能を有していなけ

ればならないのである。

ナノテクノロジーに関心を持つ様々な人々をつなぐ実践的
試み

新興の科学技術の研究開発は、社会に対する大きなインパ

クトと潜在的なリスクが推測される一方で、リスク評価方

法や管理策、あるいは工業標準化といったテクノロジーマ

ネジメントが整わないままに研究開発が進められる。この

ような状況にあって異分野融合や産学連携を促進し、リス

クの顕在化を抑えて新興の科学技術による社会への貢献を

成功に導くのは、政策担当者を含めた社会との効果的な双

方向コミュニケ―ションに基づくテクノロジーガバナンス

である。

では、このコンセプトを具体化するためには、どのように

情報共有の実践の仕組みをデザインすれば良いのだろう

か。ここで実践されるべき情報共有は部分的・一時的なも

のではなく、できるだけ包括的・継続的なものでなければ

ならない。研究開発の側から、社会へのサイエンスコミュ

ニケーション、研究開発者と政策担当者の間のリスクコ

ミュニケーション、さらには法律や規制動向に留まらず、

社会からのニーズを研究開発者へ伝えるいわばソーシャル

コミュニケーションといったことを可能にする情報共有の

仕組みが必要である。

我々は、効果的に科学技術の研究者・技術者と社会をつな

ぐため、双方向のコミュニケーションツールとして月刊の

電子書籍を 2010 年 4 月に発刊した [10]。我々はこの電

子書籍に、Public Engagement with Nano-based Emarging 

Technologies の最初の 3 単語の頭文字を取って PEN と名

付けた。我々は、まずナノテクノロジーの研究開発やリス

ク情報、科学技術政策動向等を発信している研究機関と包

括的な情報の共有に関する契約を結んだ。また公的研究機

関や大学、民間企業等における最新の研究開発情報を得る

ための有料の契約も行った。したがって、PEN には社会受

容に資する包括的な情報が盛り込まれている。

PEN による情報共有の実際

我々は PEN を月 1 回、電子版で配信している。Table 1 に

示すように、PEN の配信先はナノテクノロジービジネス推

進協議会（NBCI）や機械工業会等の民間企業団体、高分

子学会やフラーレン・ナノチューブ・グラフェン学会等の

学協会、CSTP をはじめとする関係府省庁、公的研究機関

や大学、大手新聞等のメディア、市民団体、企業、個人な

ど多岐にわたる。現在 PEN は 1350 カ所へ一次配信先さ

れているが、たとえば NBCI からは 250 の NBCI に加盟す

る会員企業へ、高分子学会からは 2 万人の会員へと 2 次

配信されている。従って 2 次配信、3 次配信まで含めて実

際にどれだけの科学・技術者が購読しているのか我々自身

も正確に把握できない。また PEN には、これらの配信先

からナノマテリアルのリスクや規制動向について情報が寄

せられる仕組みが備わっている。従って我々が PEN で配

信する様々な情報のなかには、PEN の配信先や購読者から

寄せられた有用な情報も含まれている。

さらにこのような双方向の情報共有の仕組みは、海外へ

広がりをみせつつある。とりわけ 台湾の工業技術研究院

（ITRI） [11]、 韓国の科学技術情報研究院（KISTI）の国家ナ

ノテクノロジー政策センター（NNPC）[12]、とは緊密な

図 2　PEN と PENGIN を介した情報共有の仕組み
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情報の共有が進められている。またこのような情報共有は

近隣諸国から、アメリカや欧州との情報共有にまで広がり

を見せ始めている。

最先端の科学技術の研究開発動向、科学技術政策動向、ナ

ノマテリアルの規制動向、ナノマテリアルのリスク管理策

に関する研究開発動向、ナノテクノロジーやさらに新興の

ナノテクノロジーをベースとする技術の国際標準化動向、

イベントやコミュニケーション活動など、我々が PEN に

掲載している内容は包括的である。またナノテクノロジー

の倫理、ナノテクノロジー教育プログラムおける社会受容

の取組みといった課題等に関する寄稿も多く得ている。

我々は、毎月 1 度電子版を配信するほか、年に 1 回、1 年

分の PEN を一冊にまとめた年鑑を発行している。我々は、

年鑑により、時系列で一つのトピックを切り取るなど、月

刊の PEN とは異なる視点で社会受容に関わる様々な課題

について考察を深めることできるよう工夫している。

ではこのような情報の共有はどのような効果を生みだして

いるのだろうか。2010 年の電気・電子機器における特定

有害物質の使用制限に関する欧州連合指令（RoHS）の改

定作業の際に審議された電気・電子機器へのナノマテリア

ルの全面使用禁止という修正案を例として、PEN の情報共

有の取組みを振り返る。RoHS は欧州の環境規制策の一つ

で、EU 加盟各国において国内法化の手続きを必要とする

EU 法の一形態である。2006 年に施行された RoHS は、電

気・電子機器への使用を規制する対象 6 物質を定めている。

欧州の環境規制は、グローバル化するサプライチェーンを

通して現在直接、間接に欧州と取り引きのある企業だけで

なく、将来の市場を睨んで多くの企業、公的研究機関、大

学等で進められる基礎研究の行方にも影響する。

PEN では、2010 年 5 月から 2011 年 4 月まで、12 回に

わたって RoHS の改訂（RoHS 2）に関する欧州の動向を

追跡し、分析を加えたうえで「連載　環境規制」として誌

上で公開した。RoHS 2 は、EU 域内の加盟国と直接、ある

いは間接的に取り引きのある日本企業にとって直ちに大き

な影響がある議論である。2008 年 12 月に始まった RoHS 

2 では、対象製品カテゴリの拡充や適用除外用途の細分化

などが議論されていた。ところが、最終的な改訂案の採

択までの過程で、ナノマテリアルを使用制限の対象物質に

追加するか否かが議論されることとなり、ナノ銀と長い多

層カーボンナノチューブが対象のナノマテリアルとして浮

上してきた。連載が始まって明らかになったことに、新た

に対象物質として追加が審議されているナノマテリアルに

は使用禁止に等しい閾値なしの基準が要求されていたこと

である。これを読んだ日本の材料メーカーや電子機器メー

カーなどが参加するナノテクノロジー関連の企業コンソー

シアム NBCI が、危機感をもって欧州議会への働きかけを

行った。結果的に、最終的に採択された RoHS 2 からナノ

銀と長いカーボンナノチューブに関する記述は削除された

[13]。

この例が示すように、PEN はナノテクノロジーの研究開発

や産業化に係る研究者・技術者が、関連する政策や規制動

向をいち早く共有し、それに対するアクションをとること

を助ける道具としても機能している。

ナノテクノロジー研究開発から学ぶ実践的アプローチ

図 3 に、日本におけるナノテクノロジー研究開発への関

心を示す指標として、新聞や雑誌等の国内メディアが取り

上げたナノテクノロジー関連記事の年推移を示す。ナノ

テクノロジーに関する社会の関心は国の政策的支援が整っ

た 2001 年から急速な高まりを見せ、2003 年にはそれが

ピークに達しているが、2004 年以降は研究開発の成熟と

ともにゆっくりと下降線を描いている。ナノテクノロジー

は様々な技術の基盤として着実にその応用が広まりつつあ

るが、ナノテクノロジーと言う言葉に対する社会の関心は

薄れつつある。一方、図 4 に示すようにナノテクノロジー

およびナノマテリアルのリスクへの関心は、ナノテクノロ

ジーが科学技術の専門誌を飛び出し、テレビ、新聞、雑誌

政府関連 内閣府総合科学技術会議をはじめとする関係各省庁
公的研究機関 各省庁所管の公的研究機関及び大学等
民間企業団体 ナノテクノロジービジネス推進協議会等 17 団体
学協会 フラーレン・ナノチューブ・グラフェン学会、高分子学会等
メディア 大手新聞、雑誌等
企業 素材、エレクトロニクス、コスメ等
民間団体 NPO 等
個人 専門家、非専門家を含む

表 1　PEN の一次配信先
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といったメディアに登場するようになったのと時を同じく

して高まり、その後も継続して関心を引いている。とり

わけ厚生労働省、経済産業省、環境省がナノマテリアル

の管理に関する委員会や検討会を開始した 2008 年、およ

び、再び活動を開始した 2011 年は特異的にカーボンナノ

チューブのリスクに関する関心が高まった年であった。こ

のように、現在はナノテクノロジーそのものに対する関心

が薄れつつある中で、ナノマテリアルのリスクに関する関

心が高くなりつつある。このことは社会のなかに依然とし

てナノマテリアル、ナノテクノロジーに対する漠然とした

不安が広まりつつあることを示唆している。

科学的不確実性によって生じる漠然とした懸念は、予防原

則と結びついて、より慎重な態度で行う研究開発を求める

声へとつながった。ここで唱えられた慎重な研究開発とは、

全ての科学的な不確実性が解明されるまでナノテクノロ

ジーの研究開発を止めるべきというモラトリアムである。

この主張は一見すると社会にとって大変良い提案のように

響く。だが問題は、何もしないことによる現在の利益が、

何もしないことによって失われる将来価値の損失というリ

スクより大きいとは、科学的な不確実性のゆえに、誰にも

正確に推測しえないことである。何もしないで自然へ回帰

することが我々の選択なのだろうか。我々の今日の暮しは、

これまでの科学技術の成果の蓄積が支えているのである。

今日我々の社会が抱える様々な科学技術の問題は、これま

で蓄積してきた科学技術を放棄することではなく、現在の

不完全な科学技術をさらに発展させることによってのみ減

じることができると考える。

韓国の西江大学の Duckhwan Lee 氏は、PEN への寄稿『科

学の知識ではなく科学的世界観を』のなかで、次のよう

に述べている。「21 世紀のキーワードは、民主主義化と科

学技術といえるだろう。民主主義化は何者も拒否できな

い滔々たる時代的な要求としてすでにこの社会に定着して

いる。科学技術の重要性も否定できない。今日我々が直面

している地球規模の課題を賢明に乗り越えるためには、科

学技術の発展は必要不可欠である。『自然に戻って幸せに

暮らそう』との主張は、我々の歴史的経験を無視した無

理押しである。自然は我々に気楽で心地よい安息の地を

与えてくれる訳ではない。”Without science, democracy is 

impossible” といった英国の哲学者 Bertrand A. W. Russell

の指摘を軽くあしらってはいけない。」[14]　我々にこれ

以上科学技術の発展が必要なのかどうかといったような議

論は人々の関心を引き易い。しかし真に持続可能な未来社

会は、現状の科学技術の問題点や将来の科学技術の不確実

性に果敢に取り組み、それを克服していくことでしか得ら

れないのである。

ナノテクノロジーは、21 世紀の幕開けとともに研究開発

への政策的な支援が拡大、拡充され、ナノテクノロジー研

究開発とその将来インパクトに対する社会の関心が急激な

高まりを見せた。ナノテクノロジーが社会にもたらすこと

が期待されている変化とは、従来技術の延長線上にある漸

進的な変化ではなく、従来技術とは非連続で飛躍的な変革

である。このような変化は、青銅器に代わった鉄器が人類

の文明史に大変革もたらしたように、既存の社会秩序を大

きく揺らがせる可能性さえ秘めている。だからこそ我々は、

新しい技術の不確実性に向き合い、そのリスクを最小化し

ていくような管理策を考えていかなければならない。

ナノテクノロジーの研究開発の現場に突きつけられた課題

は、研究開発に直接携わる研究者・技術者だけで対処する

図 3　国内の新聞および雑誌に掲載されたナノテクノロ

ジー関連記事の年推移。Nikkeitelecon 21 に基づいて統計

処理を行った

図 4　国内の新聞および雑誌に掲載されたカーボンナノ

チューブのリスクに関連する記事の年推移。Nikkeitelecon 

21 に基づいて統計処理を行った。
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ことができないリスクの管理のあり方を、リスク管理の専

門家や社会学者、経済学者、さらには科学技術政策の担当

者といった専門家の枠組みで議論し、その議論に社会の

ニーズを反映させ、その議論の社会に対する説明責任をき

ちんと果たしていくことである。我々が PEN で実践しよ

うとしたことは、研究開発者がナノテクノロジーのコア技

術の研究開発と並行してこのような課題に取り組むこと、

すなわち研究開発の段階においても社会受容の課題へ取り

組むことが求められていると自覚し、社会とともに実践す

ることである。

CSTP は、2007 年に第 3 期科学技術基本計画の分野別戦

略の一環として科学技術連携施策群「ナノテクノロジー

の研究開発推進と社会受容に関する基盤開発」プログラ

ムを実施した。PEN は、本プログラムの補完的課題とし

て 2007 年 9 月から 2010 年 3 月にかけて実施されたプロ

ジェクト「社会受容に向けたナノ材料開発支援知識基盤」

で、我々が行った規制策を中心としたナノテクノロジーの

社会受容の課題に関する情報共有の試みを直接の先駆とし

ている [15]。 我々は、この前身となったプロジェクトで

の経験を活かし、2010 年 4 月の PEN の発刊より一貫し

て実践的な双方向のコミュニケーションのために様々な工

夫を凝らしてきた。我々は、学際で進められる研究開発に

とって、社会との合意を形成するための仕組みの構築は必

須であると考えている。この考えは、我々も参画する大阪

大学ナノサイエンスデザイン教育研究センターにおけるナ

ノテクノロジーの社会受容の課題をナノサイエンスの教育

の過程に取り入れる試みへの活かされている [16]。我々は、

PEN を通じてこれまでに実践してきた取り組みを深化・補

強する試みとして、PEN と相補的なコミュニケーションの

仕組みである PENGIN を 2013 年 3 月より公開している。

PENGIN は、ワンストップで新興の科学技術に関連する

様々な社会受容の課題について、最新の情報を共有できる

ウェブサイトである [17]。

ナノテクノロジーの研究開発に携わる人々は、ナノテクノ

ロジーの社会受容の課題と取り組むにあたって、遺伝子組

み換え技術、原子力技術、あるいは狂牛病への研究者や政

府そして企業の対応などの先駆的に取り組みを参考にして

きた [18]。今後登場する新興の科学技術もまた、テクノロ

ジーマネジメントの手法が確立されない状況のなかでその

研究開発を進めなくてはならないだろう。その研究開発に

携わる者が、社会の要請との乖離なく責任をもって研究開

発を進めるために、科学技術ソサエティは多様な社会受容

の課題へ包括的な取り組みを展開することが必須となる。

将来登場する学際領域で研究開発が進められる新興の科学

技術の社会受容の取り組みに、我々が実施してきた様々な

実践的なアプローチは、研究開発に様々な形で関わるすべ

ての人による建設的な関与を促すための有用な基礎となる

と考えている。
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プレスリリースより
PEN 編集室がまとめた最新技術動向をお届けし
ます。

微細合金粉末の新工場が竣工（2013.9.4）
セイコーエプソン（株）のグループ会社で、微細合金粉末

の製造において世界シェア No.1 のエプソンアトミックス

（株）が 2012 年 6 月から八戸北インター工業団地に建設

を進めていた新工場が竣工し、10 月から稼動を開始する。
http://www.epson.jp/osirase/2013/130904.htm

量子コンピューターの実現近づく、レーザー冷却された
単一 Yb 原子中の核スピンを自在に制御することに成功

（2013.9.3）
東 京 工 業 大 学 の 研 究 グ ル ー プ は、 単 一 の Yb 原 子 を、

99.997% という驚異的な反射率をもつ二つの鏡の間にい

れ、共振器 QED 効果を誘起することで、原子中の核スピ

ンの状態を、高速かつ高効率で読み取ることに成功した。
http://www.titech.ac.jp/topics/news/detail_4514.html?id=topics

炭素繊維強化熱可塑性プラスチックスを開発（2013.9.3）
新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）プロジェ

クトにおいて、東京大学、東レ（株）、三菱レイヨン（株）、

東洋紡（株）、（株）タカギセイコー等のグループは、加熱

すると成形しやすくなる熱可塑性樹脂を用いた、まったく

新しい「炭素繊維強化熱可塑性プラスチックス（CFRTP）」

の開発に成功した。高速成形加工や高汎用性を有する接合

を行えるため、量産車に用途が広がり、車体の軽量化やエ

ネルギー消費低減などの効果が期待できる。
http://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_100221.html

海底から噴出する熱水を利用した燃料電池型発電に成功
（2013.9.3）
海洋研究開発機構（JAMSTEC）と理化学研究所は、沖縄

トラフに人工的に作られた深海底熱水噴出孔（人工熱水噴

出孔）において熱水と周辺海水の電気化学的な現場測定を

行った。この結果に基づいて、熱水と海水を燃料にできる

燃料電池を人工熱水噴出孔に設置して、深海底での実発電

に成功した。海底から噴き出す熱水には硫化水素のように

電子を放出しやすい物質が多く含まれ、海水には酸素のよ

うに電子を受け取りやすい物質が多く含まれていることを

利用したもの。
http://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20130903/

癌などの原因物質の働きを阻害する架橋型核酸アプタマー
の作製法を確立（2013.9.2）
群馬大学と大阪大学の共同研究グループは、NEDO の若手

研究グラント（産業技術研究助成事業）の一環として、癌

や糖尿病といった疾患の原因物質に結合し、その働きを阻

害する治療薬として期待される “ 架橋型核酸を含む人工核

酸アプタマーの作製法 ” を世界で初めて確立した。
http://www.gunma-u.ac.jp/sb/sb.cgi?eid=681

2 次元多共焦点ラマン顕微鏡の実用化に成功（2013.9.2）
科学技術振興機構先端計測分析技術・機器開発プログラム

の一環として、（株）東京インスツルメンツ、学習院大学、

早稲田大学の開発チームは、カメラのように一瞬で画像が

取得できる「2 次元多共焦点ラマン顕微鏡」を世界で初め

て実用化した。
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ビタミン D 生成、札幌の冬季にはつくばの 3 倍以上の日
光浴が必要（2013.8.29）
国立環境研究所と東京家政大学の研究チームは、成人の 1

日のビタミン D 摂取量の指標とされる 5.5 μg すべてを体

内で生成するとした場合に、紫外線の弱い冬の 12 月の正

午では、緯度の高い札幌では、つくばの 3 倍以上の 76 分

日光浴をしないと必要量のビタミン D を生成しないことを

推定した。
http://www.nies.go.jp/whatsnew/2013/20130830/20130830.html

ラット軟組織内における多層カーボンナノチューブの長期
間生体持続性を評価（2013.9.2）
東北大学、北海道大学、（株）日立ハイテクノロジーズ、（株）

堀場製作所、産業技術総合研究所、ブルカー・ダルトニク

ス（株）、ネッチ・ジャパン（株）の共同研究チームは、2

年間にわたって、ラット胸部軟組織に埋入した絡み形状を

持つヒドロキシル基、カルボキシル基で修飾した多層カー

ボンナノチューブの構造を透過型電子顕微鏡、ラマン散乱

分光法を用いて評価した。その結果、埋入 2 年後、マクロ

ファージ内のライソゾームにある一部のナノチューブでは

その構造が分解されているが、細胞間隙（マクロファージ

外）にあるナノチューブでは、1 週、2 年後とも、埋入前

のナノチューブの構造とほぼ変化がなく、マクロファージ

に貪食されず、ナノチューブの構造が壊れないことを明ら

かにした。
http://www.tohoku.ac.jp/japanese/2013/09/press20130902-01.html

ナノ DDS による難治性膵臓がんの標的治療（2013.9.2）
東京大学の研究グループは難治がんとして知られる膵がん

を自然発生する遺伝子改変マウスを用いて、高分子材料の

自己組織化により形成される高分子ミセル型 DDS の有効

性を検証した結果、白金抗がん剤を内包した高分子ミセル

が自然発生膵がんに効果的に集積し、優れた治療効果をも

たらすことを明らかにした。
http://www.u-tokyo.ac.jp/ja/todai-research/research-news/targeted-therapy-of-

intractable-pancreatic-cancer-in-transgenic-mice/

二酸化炭素を室温で分解（2013.9.2）
東京工業大学の研究グループは、ロンドン大学と共同で、

石灰（CaO）とアルミナ（Al2O3）から構成される化合物

12CaO･7Al2O3（以下 C12A7）の構造の中に、電子を取り

込んだ C12A7 エレクトライドが、二酸化炭素の分子を室

温で選択的に吸着し、分解することを見出した。この特性

http://www.jst.go.jp/pr/announce/20130902/index.html

光照射でめっき薄膜の密着性を向上（2013.9.2）
産総研はプラスティク基盤の上の形成しためっき薄膜に数

百マイクロ秒のパルス項を照射することで、基盤とめっき

膜との密着性が向上することを見出した。
http://www.aist.go.jp/aist_j/aistinfo/aist_today/vol13_09/vol13_09_p14.pdf

ヒト iPS 細胞を生きたまま可視化（2013.9.2）
産総研は、レクチンの一種が iPS 細胞と特異的に結合する

ことを見出していたが、結合部位を明らかにするとともに、

その生体染色機能を用いて iPS 細胞を生きたまま可視化す

ることに成功した。
http://www.aist.go.jp/aist_j/aistinfo/aist_today/vol13_09/vol13_09_p13.pdf

CIGS 太陽電池の新しいプロセス技術（2013.9.2）
産総研はスパッタリング技術を用いて Cd を含まない CIGS

太陽電池の新しいバッファ層のプロセス技術を開発し、変

換効率 16.2% を達成した。
http://www.aist.go.jp/aist_j/aistinfo/aist_today/vol13_09/vol13_09_p12.pdf

有機デバイスの中をゆっくり動くホールの性質を解明
（2013.9.2）
分子科学研究所は有機太陽電池や有機自発光（EL）素子

などの有機半導体材料の電気特性を決定している有機分子

同士の弱い相互作用を精密に観測することに初めて成功し

た。この成功により、有機分子の新しい性質がわかるだけ

ではなく、新しい機能を持つ分子の設計指針も得られるよ

うになると期待される。
http://www.ims.ac.jp/topics/2013/130902.html

音声翻訳アプリ「NariTra」に産学官連携功労者表彰 総務
大臣賞（2013.8.29）
情報通信研究機構、（株）フィート、成田国際空港（株）3

者は連携してスマートフォン向け多言語音声翻訳アプリ

「NariTra」の技術開発から無償公開までを行い、旅行者に

便利な翻訳サービスを提供してきた。この社会還元活動が

評価され、第 11 回産学官連携功労者表彰 総務大臣賞を受

賞した。
http://www.nict.go.jp/press/2013/08/29-2.html
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は電子を外部に極めて与えやすい性質を持ちながらしかも

化学的に安定という、一般的には相容れない性質を併せ持

つ C12A7 エレクトライドのユニークな物性に起因する。
http://www.titech.ac.jp/topics/news/detail_4504.html?id=topics

二次電池技術開発ロードマップ（2013.8.30）
新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）は自動

車用及び定置用二次電池の市場拡大のための指針として

「NEDO 二次電池技術開発ロードマップ 2013」を策定した。
http://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_100220.html

http://www.nedo.go.jp/library/battery_rm.html

サ ー チ ュ イ ン 遺 伝 子 は、 本 当 に 長 寿 遺 伝 子 だ っ た
（2013.8.29）
国立遺伝学研究所は、寿命を延ばす働きをすると信じられ

ているサーチュイン遺伝子（SIR2）の作用する反応経路を

明らかにすることに成功した。それによると、サーチュイ

ン遺伝子には、ある遺伝子の数を一定に保つという作用が

あり、それがゲノムの安定性へ通じ、確かに寿命を延ばす

ことにつながっており、これが、長生き効果における唯一

の反応経路であることを実証した。
http://www.nig.ac.jp/Research-Highlights/1170/1363.html

災害による孤立地域からの情報発信を容易にする通信技術
を実証（2013.8.29）
東北大学と情報通信研究機構は東北大学が研究開発を行っ

ている通信システム「スマホ de リレー」と、NICT が所有

する「耐災害ワイヤレスメッシュネットワーク実験設備」

の一部である「小型無人飛行機中継システム」の接続実験

に成功した。
http://www.nict.go.jp/press/2013/08/29-1.html

酵母を利用して非可食バイオマスから高機能界面活性剤を
量産（2013.8.29）
産総研は、アライドカーボンソリューションズ（株）、琉

球大学らと共同で、非可食バイオマスから「バイオサーファ

クタント」と呼ばれる、天然由来の高機能な界面活性剤を

量産する技術を確立した。
http://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2013/pr20130829/pr20130829.html

ポリスチレンを材料にした粒径の揃ったナノ粒子を作製す
る技術を開発（2013.8.29）
光産業創成大学院大学発企業のナノ・ミール（株）は、発

泡スチロールなどの材料に用いられるポリスチレンを材料

にした粒径の揃ったナノ粒子を作製する技術を開発し、リ

チウムイオン二次電池などの電極製造向けに国内で販売を

開始した。
http://www.nanomir.com/service0.html

ピエゾフィルムスピーカー開発（2013.8.29）
京セラ（株）は、ファインセラミックスの技術を駆使して

独自に開発したピエゾ素子と、樹脂フィルムを組み合わ

せた超薄型 • 軽量の音響デバイスであるピエゾフィルムス

ピーカーを開発した。薄型テレビや PC、タブレット端末

など、機器の薄型化 • 軽量化に貢献すると同時に、広い指

向性により高音域が広がり、臨場感あふれる高い音質の実

現にも寄与する。
http://www.kyocera.co.jp/news/2013/0805_ppsp.html

量子テレポーテーション実現（2013.8.29）
東京大学のグループは、「光量子ビット」に「光の波動の

量子テレポーテーション」を適応させる革新的手法により、

世界で初めて完全な光量子ビットの量子テレポーテーショ

ンに成功した。従来手法に比べ、転送後の成功判定測定が

不要となり、転送効率は 100 倍以上で、原理上 100％近

くまで向上できる。
http://www.u-tokyo.ac.jp/ja/todai-research/research-news/complete-scheme-to-

teleport-quantum-information-by-photons/

超薄型テレビ向けスピーカー（2013.8.29）
LG Electronics, Inc.、および LG エレクトロニクスの研究開

発日本拠点である LG Electronics Japan Lab（株）は、京

セラ（株）が開発した超薄型ピエゾフィルムスピーカーを、

薄型テレビ向けにスピーカーユニットとして開発した。
http://www.lg.com/jp/press-releases/20130829-clearspeaker

超伝導体の物質設計に道を開く新たな理論計算手法の開発
（2013.8.29）
東京大学の研究グループは、非従来型の超伝導のプロトタ

イプのひとつで 70 年代以来の研究の歴史をもつプラズモ

ン機構を取り扱う方法論を構築した。開発された手法を単

体の高温超伝導体の一つである圧力下のリチウムに適用し

たところ、本手法を用いて予測した転移温度が実験データ
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性を意識した音楽鑑賞ができる多機能な音楽視聴支援サー

ビス「Songrium」を 8 月 27 日に一般公開し、実証実験を

開始する。
http://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2013/pr20130827/pr20130827.html

光の色を変換するプラスチックの新メカニズムを発見 紫
外光の可視光への変換等、広範な産業分野への応用が期待

（2013.8.26）
京都大学の研究チームは、ベース素材であるプラスチック

に低濃度から高濃度の蛍光剤を添加することにより、ベー

ス素材と蛍光剤間で濃度ごとに新たな混合状態が形成され

ることを示し、その状態により 3 つの段階で変換された光

が放たれるという新しい「光の色の変換メカニズム」が存

在することを発見した。さらに濃度の増加により変換でき

る色は、可視光領域を超えて紫外光領域まで著しく広がる

ことを見出した。
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/news_data/h/h1/news6/2013/130826_1.htm

ベランダで太陽光発電（2013.8.26）
（株）システムトークスは、薄さ 2.6mm 重さ 1.9kg で出

力 40W の太陽光発電パネル Sun Pad を開発、8 月末より

発売を開始した。マンションのベランダや庭先でも、手軽

に太陽光発電ができるように設計されている。
http://www.system-talks.co.jp/product/sunpad40_nr.htm

地熱構造試錐井の掘削作業開始（2013.8.26）
石油資源開発（株）、三菱マテリアル（株）、三菱ガス化学

（株）の 3 社は、北海道標津郡標津町武佐岳地域において、

地熱発電の事業化に向けた地熱調査として、8 月 23 日よ

り構造試錐井「武佐岳 SMMG － 1D 号井」の掘削作業を

開始した。
http://www.japex.co.jp/newsrelease/pdf/20130823_shibetsu.pdf

エネルギーロスのないグリーンな分子性電子デバイス開発
に光（2013.8.26）
東邦大学、理化学研究所、分子科学研究所の共同研究チー

ムは、ゼロギャップ伝導体として世界で唯一、多層構造を

有する分子伝導体α -(BEDT-TTF)2I3 へのキャリア注入に世

界で初めて成功し、特徴的な量子輸送現象を低温で実現し

た。
http://www.toho-u.ac.jp/press/2013/031064.html

による転移温度正確に再現されることを見いだした。
http://www.u-tokyo.ac.jp/ja/todai-research/research-news/predictive-calculation-of-

high-temperature-superconductors/

巨大な構造転移を伴ったモット絶縁体の金属化に乾電池 1
個に満たない電圧で成功（2013.8.29）
京都大学と広島大学の研究グループは、電子同士の強い反

発力によって絶縁体化したルテニウム酸化物に、室温で乾

電池 1 個に満たないわずかな電圧を加えるだけで、巨大な

構造転移が引き起こされて顕微鏡で確認できるほど大きく

結晶が縮み、金属化することを発見した。さらに、わずか

な電流を流し続けることによって、電場で金属化した状態

を低温まで維持することにも成功した。
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/news_data/h/h1/news6/2013/130829_1.htm

ゴムをナノメートルレベルの精度で金型成形（2013.8.28）
産総研は、ネットワーク構造の単層カーボンナノチューブ

（CNT）をゴムに分散させることで、従来のゴムでは実現

できなかった数百ナノメートルやマイクロメートルの精度

でゴム表面を加工する技術を開発した。ネットワーク構造

の長尺単層 CNT をゴムに分散させることで、ゴム中で自

由自在に変形できる支持材として CNT が働き、ゴムの柔

軟性と高精緻な形状維持性を両立した。
http://www.jst.go.jp/pr/announce/20130828/index.html

ウエハ常温接合のための原子レベル表面平滑化プロセス
（2013.8.28）
産総研は、ネオン高速原子ビームを用いてシリコンの表面

を平滑化することで接合部のひずみを大幅に低減させ、高

い信頼性のマイクロデバイスが作製できる表面活性化常温

接合プロセスを開発した。
http://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2013/pr20130828/pr20130828.html

消費電力を最大 80% 削減する ナノパワー・システム・タ
イマ（2013.8.27）
日本テキサス・インスツルメンツは、システムの待機時消

費電力を大幅に低減するプログラマブル・システム・タイ

マの 2 新製品を発表した。
http://newscenter-jp.ti.com/index.php?s=20295&item=123470

ウェブ上の音楽コンテンツの関係性を可視化する音楽視聴
支援システム（2013.8.27）
産総研は、動画共有サービス上に無数にある音楽コンテン

ツやコンテンツ相互の関係性を可視化し、ユーザーが関係
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光と熱で形状記憶するバイオフィルム（2013.8.26）
科学技術振興機構（JST）の課題達成型基礎研究の一環と

して、北陸先端科学技術大学院大学は植物細胞に含まれる

桂皮酸類（ポリフェノールの一種）を用いて、光と熱で多

重形状記憶するバイオフィルムを開発した。
http://www.jst.go.jp/pr/announce/20130826/index.html

セ ル ロ ー ス ナ ノ フ ァ イ バ ー 実 証 生 産 設 備 の 新 設
（2013.8.26）
日本製紙（株）は、パルプを原料とする「セルロースナノファ

イバー事業」を推進するため、ケミカル事業本部岩国事業

所において、セルロースナノファイバーの実証生産設備を

設置することを決定した。セルロースナノファイバーは、

植物繊維を 1 ミクロンの数百分の一以下のナノオーダーに

まで細かく解繊したもので、弾性率は高強度繊維で知られ

るアラミド繊維並に高く、温度変化に伴う伸縮はガラス並

みに良好、酸素などのガスバリア性が高いなど、優れた特

性を発現する。また、植物繊維由来であることから、生産・

廃棄に関する環境負荷が小さく、軽量であることが特徴。
http://www.nipponpapergroup.com/news/news13022601.html

有機物に電圧を加えて超伝導（2013.8.23）
分子科学研究所、理化学研究所の研究グループは、最先端

のシリコンテクノロジーに用いられている「歪み制御」技

術を用いて、有機物に電圧を加えることで動作する超伝導

スイッチを世界で初めて開発した。この技術は将来、低コ

スト・省エネルギーで製造可能なフレキシブルデバイスの

開発につながる可能性がある。 この研究は JST のさきが

け「革新的次世代デバイスを目指す材料とプロセス」研究

領域における課題の一環。
http://www.ims.ac.jp/topics/2013/130823.html

カーボンナノホーン商品説明会（2013.8.23）
（有）GREEN PLUS はカーボンナノホーン商品説明会を開

催した。
http://www.greenplus-japan.com/%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%B

3%E3%83%8A%E3%83%8E%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%B3/

軽量で消費電力の少ないナノカーボン高分子アクチュエー
ターを開発　カーボンナノチューブを用いて高耐久性・高
保持性を実現（2013.8.23）
産総研はアルプス電気（株）と共同で、産総研 ナノチュー

ブ応用研究センターらが開発したスーパーグロースカー

ボンナノチューブ（SG-CNT）を用いて、10 万回駆動して

も変位量が 10 % しか減らない繰り返し耐久性、3 時間に

わたって変位状態をほぼ一定に保てる変位保持性などをも

つ高性能なナノカーボン高分子アクチュエーターを開発し

た。
http://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2013/pr20130823/pr20130823.html

デマンドサイドマネジメント (DSM) 実証実験を開始　創
蓄連携システムと家電の連携（2013.8.20）
パナソニック（株）エコソリューションズ社は、7 月 23

日より、横浜スマートシティプロジェクトの一環として「家

庭用蓄エネ機器によるデマンドサイドマネジメント（DSM）

実証」実験を開始した。
http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/2013/08/jn130820-3/

jn130820-3.html

「高齢者・障害者の感覚特性データベース」を公開　年齢
や障害の有無などに応じて視覚・聴覚・触覚特性をグラフィ
カルに表示（2013.8.19）
産総研は、延べ 3,000 人以上を対象として測定した視覚・

聴覚・触覚の感覚特性を、年齢や障害の有無などの検索条

件に応じて表示するデータベースを公開した。これらの特

性データは日本工業規格（JIS）「高齢者・障害者配慮設計

指針」に採用されているため、このデータベースは、数式

や表で記述された JIS の規定内容をグラフィカルに表示す

る機能も合わせ持つ。
http://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2013/pr20130819/pr20130819.html

光応答原子スイッチを用いた網膜型スイッチング素子
（2013.8.19）
大阪大学は光応答原子スイッチを用いた網膜型スイッチン

グ素子の開発に成功した。これにより従来の技術では光情

報を受け、オン動作しかできなかったスイッチング素子が、

オン、オフを繰り返しスイッチングできるようになった。

本成果により今後、動画を撮影するだけでなく、最も頻繁

に出現する画像を記憶・認識したりすることが可能となる。
http://www.osaka-u.ac.jp/ja/news/ResearchRelease/2013/08/20130819_1

電子ビームをオーダーメードで加速（2013.8.16）
理化学研究所と高輝度光科学研究センターは、加速器の安

定性やビーム品質を落とさずに線形加速器の電子ビームを

電子バンチ（電子の集団）ごとに異なる目標ビームエネ

ルギーまで加速する方法を考案し、X 線自由電子レーザー

（XFEL）施設 SACLA を用いて実証した。
http://www.riken.jp/pr/press/2013/20130816_1/
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http://www.riken.jp/pr/press/2013/20130809_1/

マイナス 40℃の低温下でも使えるニカド電池（2013.8.8）
パナソニック（株）オートモーティブ＆インダストリアル

システムズ社は、マイナス 40℃の低温下でも充電・放電

が可能なニカド電池を開発した。60℃の高温環境でも対

応できる仕様で、8 月よりサンプル出荷を行い、2014 年

度から量産を開始する。
http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/2013/08/jn130808-2/

jn130808-2.html

鉄のウロコをまとう深海の巻貝・スケーリーフット共生微
生物の全ゲノム解析（2013.8.8）
北海道大学、海洋研究開発機構、東京大学、新江ノ島水族

館は鉄の鱗を持つユニークな巻貝・スケーリーフットの共

生微生物について全ゲノム配列の解読に成功し、代謝経路

を網羅的に同定するとともに、共生微生物の伝播様式を突

き止めた。
http://www.hokudai.ac.jp/news/130808_pr_fish.pdf

バイオマス発電所の建設決定（2013.8.7）
昭和シェル石油（株）は、旧京浜製油所扇町工場跡地に木

質バイオマスを燃料とする火力発電所を建設することを決

定した。
http://www.showa-shell.co.jp/press_release/pr2013/0807.html

遺 伝 子 活 性 化 の 目 印 を 生 体 内 で 検 出 す る 方 法 を 開 発
（2013.8.14）
大阪大学の研究グループは、遺伝子活性化の目印となるヒ

ストン H3 蛋白質のアセチル化修飾を生体内で検出する方

法を開発した。
http://www.osaka-u.ac.jp/ja/news/ResearchRelease/2013/08/20130814_1

光 の 電 場 の 向 き と 波 形 を 自 在 に 制 御 す る こ と に 成 功
（2013.8.12）
科学技術振興機構（JST）の課題達成型基礎研究の一環と

して、東京大学および東京農工大学は、光を用いて物質を

分子原子レベルで操作するために重要な、光の持つ電場の

向きと大きさの時間変化を自在に制御できる手法を、世界

で初めて実現し、物質を分子原子レベルで自由に操作する

可能性を開いた。
http://www.jst.go.jp/pr/announce/20130812/index.html

ダ イ ヤ モ ン ド よ り も 強 い 原 子 間 結 合 力 を 有 す る 物 質
（2013.8.12）
大阪大学と住友電気工業（株）の研究グループは、双晶と

いう欠陥を大量に導入したナノ双晶多結晶ダイヤモンドが

通常のダイヤモンドよりも強い原子間結合力を有すること

を発見した。
http://www.osaka-u.ac.jp/ja/news/ResearchRelease/2013/08/20130812_1

選択的レーザー溶融法によるカスタムメード型医療機器開
発に成功 －整形外科・歯科口腔外科での新規治療に期待

（2013.8.9）
京都大学のグループは、選択的レーザー溶融（SLM）法を

用いた脊椎用カスタムメード型インプラントを開発し、現

在京都大学医の倫理委員会の承認を得た医学部附属病院に

おける臨床試験が行われている。
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/news_data/h/h1/news6/2013/130809_2.htm

新しいコンピューター「知的ナノ構造体」の構築が可能に
量子ドット間の光エネルギー移動を活用し “ 正確に速く ”
意思決定（2013.8.9）
理化学研究所、情報通信研究機構と東京大学は、単細胞生

物である粘菌の行動原理に基づき、ナノサイズの量子ドッ

ト間の近接場光エネルギーの移動を用いて、高効率に意思

決定をする全く新しい概念のコンピューター「知的ナノ構

造体」が構築できることを、実際のデバイス構成を想定し

たシミュレーションにより実証した。
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不確かな科学

ナノテクノロジーの可能性を示す有名な言葉がある。2000 年、クリントン米国大統領が予算教書演説で述べた「米国
議会図書館の全蔵書を角砂糖の大きさのデバイスに収める」である。この言葉は、それより 40 年も前の 1959 年 12
月にカリフォルニア工科大学で開催されたアメリカ物理学会の年会での一人の物理学者の講演に大きく影響されてい
る。Richard P. Feynman 氏の” There's Plenty of Room at the Bottom. An Invitation to Enter a New Field of 
Physics” である。将来のナノテクノロジーの可能性に重要な示唆を与える講演だった。

その Feynman 氏は 1963 年 4 月にワシントン州立大学で 3 日間の講演を行っている。この講演の内容は岩波現代文庫
「科学は不確かだ！」として邦訳されている [1]。筆者には講演のなかの言葉「科学はある意味で天国の門を開く鍵です
が、その同じ鍵で地獄の門も開けられるのです」が心に残る。科学技術の可能性を信じながらも、ロスアラモス研究所
で原子爆弾の開発にも関わった氏の経験に裏打ちされている言葉のように思う。

この講演の 23 年後の 1986 年 1 月 28 日、スペースシャトル・チャレンジャー号の爆発事故が起き、一般市民を含む
搭乗員 7 名が亡くなった。一週間後、氏は請われて事故調査委員会の委員に就任する。がんと闘いながら、独自の視点
で事故原因の調査にあたった。彼の調査法の特徴は、準備された資料や組織トップの意見ではなく、第一線の技術者た
ちからの聞き取りを優先したことにある。

チャレンジャー号は全長 56m、発射時の総重量 2000 ｔ、精密なモジュールをくみ上げ人類がこれまで製造したもっと
も複雑なそのシステムの総部品数は 250 万個に及ぶ。このような巨大なシステムで甚大なリスクの顕在化が起きる確率
を予測する過程で、氏は NASA という巨大な組織が侵されている官僚主義を炙り出していく。現場の技術者が問題を指
摘する声を発してもそれが上層部に届いていかない、現場の第一線の技術者の話を聞くことでその事実を見抜いていく。
氏が炙り出したのはまさに「NASA 村」が抱えるトランスサイエンスの問題 [2, 3] だったといえるだろう。

報告書は 1986 年夏に完成した。その 2 年後に氏はカリフォルニアで亡くなっている。

[1] 「科学は不確かだ！」、R．P．ファインマン著、大貫昌子訳、2007 年、岩波現代文庫
[2] “Science and Trans Science” , Alvin M. Weinberg,.Minerva, Vol. 10, pp. 209-222. (1972)
[3] 「トランス・サイエンスの時代　科学技術と社会をつなぐ」、小林傳司著、2007 年、NTT 出版

ナノテクノロジー戦略室　阿多誠文

Column
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豊蔵レポートより
豊蔵信夫氏が収集・配信されている最新技術情
報をお届けします。

見、双晶を大量に導入したナノ双晶多結晶ダイヤモンドを

高温・高圧の特殊な条件下で合成、ダイヤモンドを超える

バネ定数を持つことを確認、ナノ双晶多結晶ダイヤモンド

の双晶欠陥部分のバネ定数が逆に非常に大きくなることを

理論的に証明、大阪大学、住友電気工業

Observation of higher stiffness in nanopolycrystal 

diamond than monocrystal diamond
http://www.nature.com/ncomms/2013/130812/ncomms3343/full/ncomms3343.

html

Trina Solar、米国ネバダ州の太陽光発電所に 110 万個の
PV モジュールを供給
ネバダ州ボールダー市の Copper Mountain Solar プロジェ

クト、110 万個のソーラーポリシリコンモジュールを供

給すると発表、プロジェクトは 345MW 級で電力会社の

Sempra U.S. Gas & Power が保有・運営予定、ポリシリコ

ンモジュールを利用する太陽光発電所として世界最大、8

万世帯に電力供給、2015 年の第 1 四半期に完成予定

Trina Solar to supply 1.1 million solar modules to Copper 

Mountain 3
http://www.pv-tech.org/news/order_focus_trina_solar_to_supply_1.1_million_

solar_modules_to_copper_mount

高容量電池の陽極のための理想的なポリマーバインダの設
計に向けて
凝集カーボン粒子で作られたものよりも 30％以上の電力

を蓄えることができる PEFM で構築された陽極をもつリチ

ウムイオン電池、オリジナルのポリマーバインダの性能限

界、正に帯電したリチウムイオンを輸送する能力を向上さ

8 月の注目記事 ②（2013.8.16 〜 2013.8.31）

サムスン のエネルギー事業、カナディアン・ソーラーと
提携
サムスン・リニューアブル・エナジーは再生エネルギー事

業に 50 億ドルを投資、各地域におけるエネルギー事業で

パートナー企業と提携、クリーンエネルギーの発電設備を

建設、世界全体で合計 1369MW を再生可能エネルギーに

よって生み出す計画を進行中、カナダのオンタリオ州で

シーメンス・CS Wind・SMA と提携を締結、今回 4 社目

の提携としてカナディアン・ソーラーとロンドンで提携、

サムスンとオンタリオ州政府との間で結ばれているグリー

ン・エネルギー投資協定（GEIA）に従いロンドンだけで

200 人、オンタリオ州全体では 9000 人の雇用を生み出す

Samsung Renewable Energy signs manufacturing 

partnership agreement with Canadian Solar Inc.
http://www.samsungrenewableenergy.ca./node/61

参考：カナディアン・ソーラーは、世界第 3 位の太陽電池

モジュールメーカー。シリコンインゴットからウエハ、セ

ル、太陽電池、システムまで一貫した生産体制により、欧

米・アジアを中心に世界的に事業を展開。住宅用から産業

用まで、高品質、高効率な太陽電池製品の提供により、地

球環境の持続的な成長を支援している。本社はカナダオン

タリオ州にある。 

http://www.canadiansolar.com

ダイヤモンドのバネ定数が特殊な欠陥により強化されるこ
とを立証
ダイヤモンドよりも強い原子間結合力を有する物質を発
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要な永久磁石を排除、電子の電荷キャリアの流動性を扱う、

マグネットレス・スピンメモリ（MSM）、キラル材料（有

機分子の一種）を流れる電流を駆動、ナノ磁性層またはナ

ノ粒子を磁化するために電子を選択的に移動、永久磁石を

必要としないためメモリビットをナノ粒子１個に小型化が

可能、MSM の潜在的な利点（磁気ベースのメモリ技術の

限界を克服する可能性がある）、技術移転会社が開発と商

業化のための資金を調達中、ヘブライ大学、ワイツマン科

学研究所

Memory breakthrough could bring faster computing, 

smaller memory devices and lower power consumption
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-08/thuo-mbc081413.php

熱・光を調節できる窓コーティング
建物に入る熱・光量調節を電気的に切り替えることができ

る窓コーティングを作成、光の波長を変えることができる

ナノクラスター、ナノ結晶を用いた透明フィルムを作成、

スマート窓・エレクトロクロミック窓（電荷で色や透明度

を変更）は既存、熱で積分制御と可視光を提供するのは世

界初、窓は導電性の電解液で区切られた二つのガラス板で

構成された電気化学セル、膜は 1 つの窓ガラス上に配置さ

れ電極を形成、他の窓ガラス上の対向電極に電荷が通過、

電気が流れないと窓は透明なまま、電荷がコーティング中

のナノ粒子をもたらし透明にしたまま熱波を遮断し始めさ

らに電荷は光の遮断もたらす、テキサス大学、LBNL

Scientists create light/heat regulating window coating 
http://thepeninsulaqatar.com/international/248884-scientists-create-lightheat-

regulating-window-coating-.html

有 機 太 陽 電 池 で は ポ リ マ ー 以 外 の 有 機 材 料 "small 
molecules" も有望
小分子有機太陽電池は高分子太陽電池よりも低効率だが製

造が容易、高分子太陽電池に比べての利点（比較的単純な

合成、高い電荷移動度、同じサイズの粒子、より良い再現

性）、活性層の厚さを調整し活性層と電極の間に光スペー

サーを挿入するだけで小分子有機太陽電池の効率を大きく

向上（6.02% → 8.94%）、10％に近い効率を持つポリマー

と競合する可能性を秘めることを実証、カリフォルニア大

学サンタバーバラ校（UCSB）

Small-molecule solar cells get 50% increase in efficiency 

with optical spacer
http://phys.org/news/2013-08-small-molecule-solar-cells-efficiency-optical.html

参考：電力変換効率 6.7% の小分子太陽電池を溶液プロセ

スで作製。
http://www.nature.com/nmat/journal/v11/n1/full/nmat3160.html

せるオリジナルのバインダを変える方法、サイクルの充電

中に電解質取り込みを介して埋め込まれたシリコン粒子を

バインダ内に輸送、新しいバインダで作られたシリコンア

ノードの比湧出量は 2,100 mAh/g 〜 3,750 mAh/g 、理想

に近いバインダー（導電性ポリマーバインダに埋め込まれ

たシリコン粒子を 100％使用）、ローレンス・バークレー

国立研究所（LBNL）

Developing better batteries
http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/developing-better-batteries_100

012386/#axzz2byly5rgZ

高温超伝導ワイヤで最高の臨界電流密度を達成、欠陥の間
隔と密度を制御
エピタキシャル YBa2Cu3O7- δ（YBCO）膜をベースにした

高温超伝導線に BaZrO3（BZO）欠陥密度を制御、材料に

欠陥を生成する自己プロセスを開発（微細構造の設計）、

密度を制御した BZO 欠陥を混入した 4μm 厚の単層を作成、

YBCO+ BZO ナノコンポジット膜、77 K での臨界電流 (Ic)

〜 1000A cm-1 、最小値 Ic(min) 〜 455A cm-1（65 K、3 T）、

これまで金属テンプレート上に作製した HTS 膜で報告さ

れた最大の臨界電流密度を達成、オークリッジ国立研究所

（ORNL）

Engineering nanocolumnar defect configurations 

for optimized vortex pinning in high temperature 

superconducting nanocomposite wires
http://www.nature.com/srep/2013/130813/srep02310/full/srep02310.html

日本、大規模蓄電池を開発するプロジェクトを選択
経産省、再生可能エネルギー導入拡大に向けて基幹変電所

に大型蓄電池を設置する実証事業、北海道電力・住友電気

工業と東北電力の２者を採択、北海道電力南早来変電所に

住友電工が開発する６万 kWh のレドックスフロー電池を

設置する計画、電力系統側に大型蓄電池を置いて再生可能

エネ電力を制御するのは世界で初めての試み

Japan selects projects to develop large-scale storage 

batteries 
http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/japan-selects-projects-to-

develop-large-scale-storage-batteries_100012383/#axzz2byly5rgZ

永久磁石を用いないキラル系磁性メモリデバイス
メモリデバイスが電子機器の性能を制限するボトルネック

の時代、計算速度の大幅な改善のためにメモリデバイスへ

の要求（より小さく、より高密度、高速かつ低消費電力で

動作）、シンプルな磁化過程を開発、メモリデバイスに必
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バッテリーフリーな無線通信方式を開発
環境後方散乱と呼ばれる無線通信方式を開発、電池や電線

なしで対話可能な装置、既存のテレビや携帯送信を使用し

て情報を交換する装置を可能に、テレビ信号をピックアッ

プし反射するアンテナを用いた小型でバッテリレスな装置

を開発、ウェアラブルコンピューティング・スマートホー

ム・自立センサネットワーク等の分野でのアプリケーショ

ンを期待、ACM SIGCOMM2013 で論文賞を受賞、ワシン

トン大学

Wireless devices go battery-free with new communication 

technique
http://cacm.acm.org/news/166882-wireless-devices-go-battery-free-with-new-

communication-technique/fulltext

欧州最大の PV 屋根、完成
屋上設置型の太陽光発電（PV）のうち 11ha がドイツにイ

ンストール、結晶シリコン屋上 PV（8.1MW、33,000 の

モジュール）はフランクフルトの南にあるプフェニング物

流の配送センターに設置、発電所は予定通り 7 月末にグ

リッドに接続、約 1,800 家庭に十分な電力を生成 

Europe’s largest solar rooftop complete
h t t p : / / w w w . p v - t e c h . o r g / n e w s / e u r o p e s _ l a r g e s t _ s o l a r _ r o o f t o p _

complete_4536 

光の粒に乗せた量子情報のテレポート、完全な方式で実現
光量子ビットに光の波動の量子テレポーテーションを適応

させる革新的手法、世界初、超大容量通信・超高速コン

ピューター実用化へ突破口、転送後の成功判定測定が不要

となり転送効率は 100 倍以上、東京大学、ヨハネス・グー

テンベルグ大学
http://www.t.u-tokyo.ac.jp/epage/release/2013/2013081501.htm

PV 市場、年末にかけて回復へ
今年前半の中国のポリシリコン生産能力は 9 万トン（世界

の 20.5%、生産量は 3.1 万トンで世界の 27%）、ポリシリ

コンの輸入量は前年同期と同水準の 3.9 万トン（米国、韓

国、ドイツが主な輸入先）、今年前半に中国でポリシリコ

ンを生産しているのは 8 社（江蘇中能が全国の 71%、ポ

リシリコン企業の 80% が生産を停止、競争力が弱い企業

は淘汰）、電池モジュールでは年前半の生産能力は世界の

67%（40GW、生産量は同 67.5% を占める 11.5GW）、輸

出量は約 7.5GW、輸出額は同 37% 減の 50 億ドル、欧州

が変わらず主要輸出先（日本、米国、インドも拡大）、工

業情報化部統計
http://www.xinhua.jp/socioeconomy/economy/356994/

下降傾向が止まらない薄膜 PV パネルの市場シェア
薄膜 PV のシェア予測（減少が継続、2017 年に新たな PV

生産の 7％まで減少）、First Solar 社とソーラーフロンティ

アが大半のシェアを保持（2014 年に 75%）、最新の NPD

ソーラーバズ PV 機器四半期レポート 

Market share for thin film projected to fall  
http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/market-share-for-thin-film-

projected-to-fall_100012404/#axzz2cOaWQaqo

グラフェンのナノスクロール、磁性ナノ粒子の修飾によっ
て発生
窒素ドープ・グラフェンがグラフェンシートの表面に磁

性酸化鉄ナノ粒子を付着させることにより完璧なアルキ

メデス・ナノスクロールにロールできる理由を研究、リチ

ウムイオン電池用の電極としての応用も考慮、窒素原子で

炭素原子の一部を置換したグラフェン、溶液プロセスでグ

ラフェンシートを修飾する酸化鉄ナノ粒子のアンカー部位

を取得、修飾プロセスではグラフェン表面上に形成される

酸化鉄ナノ粒子の種類を制御、ヘマタイトやマグヘマイ

ト、グラフェンがマグヘマイトによって修飾される場合は

グラフェンシートが自発的に完璧なアルキメデス・ナノス

クロールにロールを開始、ヘマタイトで飾られたときグラ

フェンは開いたシートのまま、酸化鉄ナノ粒子間の磁気的

相互作用、スクロール形成の背後にある主要な効果の一つ、

ウメオ大学、ウプサラ大学、ストックホルム大学

Graphene nanoscrolls are formed by decoration of 

magnetic nanoparticles
http://phys.org/news/2013-08-graphene-nanoscrolls-magnetic-nanoparticles.html

プラズマ処理されたナノフィルタ、世界の水の浄化と脱塩
を助ける
従来の脱塩法はエネルギーと運用に集中、吸着ベースの技

術はまだ脱塩能力は限られているが簡単で使いやすい、プ

ラズマで修飾された超長尺カーボンナノチューブ（CNT）、

現在の最先端の活性炭系水処理システムよりも 2 桁高い塩

の超特異的吸着能（重量比で 400％超）、有機・金属汚染

物質の除去が可能な超長尺 CNT ベースの膜を開発、新た

な膜は再充電可能な装置として稼動が可能、シンガポール

工科デザイン大学

Plasma-treated nano filters help purify world water supply
http://www.nanowerk.com/news2/newsid=31842.php
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マジックのようにヒトの骨を再生するナノコンポジットの
能力
動物から採取した海綿骨スキャフォルドとナノコンポジッ

トでコーティングする組み合わせ技術、骨を再生する能力

を向上させることに成功、カルシウムヒドロキシアパタイ

トのナノ粉末（骨組織の修復を助ける）、骨移植などの技

術を置き換えることが可能、移植過程で血管再生の成長・

組織細動脈の成長・骨再生細胞の成長の三次元過程をもた

らす、イスラムアザド大学（イラン）

Iranian Researchers' Magic Nanocompound Increases 

Ability of Bone-Making in Humans
http://www.nanotech-now.com/news.cgi?story_id=48010

生体材料ナノテクノロジーの画期的な研究に国際的な注目
シドニー大学の生体材料技術の画期的な研究に国際的な注

目、ヒト細胞とインプラント手術の統合を強化することが

目的、急速な高齢化社会のために緊急に必要な医療分野（骨

折治療）、日本学術振興会の 2013 年外国人研究者招待フェ

ローシップ、プロジェクトでは細胞がインプラント表面の

生体材料と相互作用する方法を理解、これらの相互作用を

研究するための新規生体材料・ナノ治療や技術の開発を可

能にする方法を改善することに力点

Pharmacy academic takes nanomedicine research global
http://www.nanowerk.com/news2/newsid=31857.php

ナノスケール・メムリスタと生物をまねたチップスケール・
スパイクニューラルネットワークの実現へ
人間の脳の計算能力に及ばないコンピュータチップ、モノ

リシック集積型ナノスケール・メムリスタ、脳のように動

作するコンピューティングアーキテクチャの開発に挑戦、

神経シナプスに似た電気的応答、脳の情報プロセスを模倣、

全米科学財団（NSF）の助成金（3 年間 50 万ドル）、ボイ

シ州立大学

New NSF grant to realize chip-scale bio-inspired spiking 

neural networks with nanoscale memristors
http://www.nanowerk.com/news2/newsid=31851.php

NANOTEC、次期 10 年の戦略を設定
タイ国立ナノテクノロジー研究センター（NANOTEC）、

ナノテクノロジーがタイに大きな影響を与えるように準

備、ナノテクノロジー研究を介してタイ製品の競争力を強

化、農業から健康とエネルギーに至る国の産業の大規模ソ

リューションにナノテクノロジーを利用、農業政策（低い

肥料コスト、スマート土壌）、健康政策（デング熱、マラリア、

圧電性フォトトロニクス、非常に敏感な肌のようなセン
サーを作成
ジョージア工科大学、局所的に加えられる圧力を光信号に

直接変換（piezophototronic 効果）、個々のナノワイヤの

発光ダイオードを使って皮膚様センサアレイを作成、デバ

イスの画素密度はインチあたり 6350 ドット、各画素は p

型ドープ窒化ガリウム上に成長させた酸化亜鉛ナノワイヤ

で構成された LED、ロボットより高感度（穏やかな指タッ

プ程度〜 10kPa の僅かな圧力変化を検出）

Piezophototronics makes highly sensitive skin-like sensor
http://nanotechweb.org/cws/article/tech/54348

補足：Piezophototronic デバイスは光が生成される p-n 接

合に隣接する個々のナノ構造の末端に存在する分極電荷に

より電子輸送と再結合を制御。歪んだ酸化亜鉛ナノワイヤ

は両端に圧電性電荷を発生。この電位はワイヤのバンド構

造を歪め p-n 接合領域に電子をより長くとどめる。デバイ

スからの光出力は加えられた圧力によって変化。出力信号

は高速データ伝送・処理・記録用のオンチップフォトニッ

ク技術と統合することができるエレクトロルミネッセンス

光。

同軸繊維構造をもつ電気二重層コンデンサ
同軸の電気二重層キャパシタ繊維、間に挟まれたポリマー

ゲルを有する 2 つの電極として機能する整列した CNT 繊

維、独特の同軸構造により高い電気化学的性能を持つ 2 つ

の電極間のイオンの迅速な輸送が可能、エネルギー貯蔵繊

維、可撓性と伸縮性を活かし織り込まれた電子織物として

の応用、復旦大学

Electric Double-Layer Capacitor with a Coaxial Fiber 

Structure
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201301519/abstract

銀ナノ物質の生体内での硫化反応、健康に及ぼす潜在的な
影響
銀ナノワイヤ（AgNW）の人間の健康に及ぼす潜在的な影

響、銀ナノ粒子（AgNP）は銀 + イオンを放出することによっ

て毒性を発揮、高分解能透過型電子顕微鏡、 AgNW を細胞

質と膜結合小胞で観察、1 時間暴露後に細胞内で Ag2S 析出、

Ag2S 粒子形成は AgNW の表面で起こることを観察、硫化

は硫化水素ガス（H2S）・硫化アニオン（HS-）及びスルフィ

ド（-S2）を含む全てのヒト組織における硫化種の豊富さに

起因、インペリアル・カレッジ・ロンドン

Sulfidation of silver nanowires inside human alveolar 

epithelial cells: a potential detoxification mechanism
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2013/nr/c3nr03205a
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子宮頸がん）、センサーを装備した梱包材など
http://www.nationmultimedia.com/national/Decade-of-Nanotec-R&D-set-to-pay-

off-30212911.html

4 分ごとにインストールされる米国のソーラーシステム
市場の成長が現在のペースで続けば 2016 年まで 20 秒

に短縮、2016 年までに PV の累計インストールが倍に、

GTM リサーチ社

A Solar System Is Installed in the US Every 4 Minutes
http://www.greentechmedia.com/articles/read/america-installs-a-solar-system-

every-four-minutes

超安定な金属ガラス
高い基板温度で蒸着によって作成された超安定の新しい金

属ガラス、非常に優れた熱安定性、強化されたガラス転移

温度と弾性率、腐食や摩耗保護のためのコーティングとし

て潜在的に有用、ゲッティンゲン大学（ドイツ）

Ultrastable Metallic Glass
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201302700/abstract

ナノ多孔質系における水素貯蔵のための普遍的吸着限界の
理解
既存の材料の物理的な限界の原因を議論し材料研究の方向

性を提示、室温で水素を十分格納するのに最適な多孔質シ

ステムの設計は可能、水素吸着剤に必要な平均結合エネル

ギー 10 kJ mol-1 以上、比表面積 5000–7000 m2g-1 程度、

密度 0.6 kg m-3 以上、特定の表面と結合エネルギー間の相

互作用を拡張、室温で水素貯蔵システムに適用可能な多孔

質の探求における一般的なガイダンス、エクス・マルセイ

ユ大学

Understanding Universal Adsorption Limits for Hydrogen 

Storage in Nano Porous Systems
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201303023/abstract

自然に触発されたテクスチャ素材、産業と軍を支援
水をはじく金属やプラスチックを作るための方法を考案、

ハイパワーレーザーとナノテクノロジーを応用、大量生産

するために鋳型として働くマイクロテクスチャ金属片を作

成、マイクロテクスチャは自己組織化、集束レーザビーム

の走査で大面積化、バージニア大学

Inspired by nature: textured materials to aid industry and 

military
h t t p : / / w w w . n s f . g o v / d i s c o v e r i e s / d i s c _ s u m m . j s p ? c n t n _

id=128855&org=NSF&from=news

ナノエンジニアの育成に NSF が助成金
ナノテクノロジー関連産業での技術者・研究者への需要は

大きく成長、ウェイン州立大学が次世代のナノエンジニア

育成を対象にしたプログラムを開発、ナノテクノロジー学

部教育助成金として 20 万ドル、ナノ工学分野で経験をつ

んだ学生を育成、知識やスキルを拡大、別の革新的技術の

中で重要な役割を果たす機会を提供

A National Science Foundation grant for training future 

nanoengineers
http://www.nanowerk.com/news2/newsid=31863.php

AlGaN / GaN 系 MOS-HEMT、PEC 酸化法を用いて高性能
化
AlGaN 層を直接酸化するために光電気化学（PEC）酸化法

を利用、AlGaN/GaN 金属酸化物半導体の高電子移動度ト

ランジスタ（MOS-HEMT）、ゲート誘電体スタック /AlGaN

での良好な界面、Al2O3/Ta2O5/Al2O3 ゲート誘電体スタッ

クと比較し大幅な特性改善（最大外因性相互コンダクタン

ス 134 mS/mm 、Hooge 係数 1.32 × 10-4、最大出力電力

3.44 W/ mm）、国立成功大学 ( 台湾 )

Photoelectrochemical oxidation-treated AlGaN/GaN metal-

oxide-semiconductor high-electron mobility transistors 

with oxidized layer/Ta2O5/Al2O3 gate dielectric stack 
http://apl.aip.org/resource/1/applab/v103/i8/p082104_s1

分離膜不要な水素臭素フロー電池を試作
繰り返し充放電可能な新型のフロー電池を開発、充放電動

作を担う水素と臭素が自然に分離した「層流」状態で流れ

るため分離用の膜が不要、放電中は下部のグラファイト電

極で液体臭素が還元、上部の多孔質電極で水素が酸化、水

素 - 臭素系の化学反応を説明する数学的モデルを構築、プ

ロトタイプの性能（室温・大気圧条件下での最大出力密

度 0.795W/cm2、膜なし電池システムの 3 倍、商用化さ

れているリチウムイオン電池などの蓄電システムと比べて

も一桁高い出力密度）、新しいフロー電池が安くより効率

的なエネルギー貯蔵を可能に、マサチューセッツ工科大学

（MIT）

New flow battery could enable cheaper, more efficient 

energy storage 
http://www.innovations-report.com/html/reports/energy_engineering/flow_

battery_enable_cheaper_efficient_energy_storage_218537.html



46 PEN September 2013

http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/armstrong-invests-30-million-in-

southeast-asian-solar-projects-_100012436/#axzz2cYBYulgC

論文のオープンアクセスまでの期間、早まる動きも
すべての論文の半分は今や出版の 1 〜 2 年内に自由に利

用可能、オープンアクセス出版は転換点に到達・現在加速、

米国の科学機関がホワイトハウスへ案を 8 月 22 日に送る

予定（政府出資の研究論文が自由に利用できるようにする

方法を記述、一般的には公表から 12 カ月以内）、購読料

収入の保護

Free Papers Have Reached a Tipping Point, Study Claims  
http://news.sciencemag.org/scientific-community/2013/08/free-papers-have-reached-

tipping-point-study-claims

参考：オープンアクセスに関する JST の方針
http://www.jst.go.jp/pr/intro/pdf/policy_openaccess.pdf

 

HyperSolar 社、太陽エネルギーによる商用水素生成機器
の開発に一歩前進
人工光合成技術、1.0V の開回路電圧を生成することが可

能に、劇的な電圧上昇（8 カ月以前の 0.2V、3 カ月前の

0.75V）、水を水素と酸素に分解する理論的な電圧は 1.23V

（実用化システムでは約 1.5V）、シリコン太陽電池は 0.7V

（水を分解するのに不十分）、高価な半導体プロセスと設備

を必要としない製造プロセスが条件、各粒子は独自のカプ

セル化コーティングによって化学触媒に結合

HyperSolar Moves Closer to Low Cost Solar Hydrogen 

Water-Splitting by Reaching the 1.0 Volt Milestone
http://seekingalpha.com/news-article/7377392-hypersolar-moves-closer-to-low-

cost-solar-hydrogen-water-splitting-by-reaching-the-1-0-volt-milestone

参考：HyperSolar 社、ナノテクノロジーを基盤として、

水と太陽光から水素と天然ガスを生成することを計画。
h t t p : / / w w w . n a n o w e r k . c o m / n e w s / n e w s i d = 2 4 5 5 4 . p h p ? u t m _

source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+nanowerk%2Fa

gWB+%28Nanowerk+Nanotechnology+News%29#.T16uD_adr24.google

単層、二層 MoS2 の真性電子輸送特性
MoS2 の単層と二層に基づくデバイスの電子輸送測定、そ

の場アニーリングと真空静電ゲートの組み合わせ、高キャ

リア密度で 4K 以下にオーミックコンタクト、低キャリア

密度で金属 - 絶縁体転移（単層及び二層両方、低温四探針

輸送測定）、金属レジームでフォノンが支配的な輸送の温

度依存性、低温で固有の電界効果移動度は 1000 cm2/(V･s)

に近い（単層と二層両方）、ホール効果測定から求めた移

動度は数倍低い、強い濃度依存性（高い密度で荷電不純物

散乱のスクリーニングが起因）、MIT

JA ソーラー、p 型単結晶シリコン太陽電池の変換効率で
20％を突破
フラウンホーファーの PV 校正ラボで検証、製造コストを

低く保ちながらセル効率を向上、6 カ月以内に量産を開始

JA Solar cells top 20% conversion efficiency
http://www.pv-tech.org/news/ja_solar_cells_20_conversion_efficiency

補足：JA ソーラーの概要　
http://www.jasolar.com/JP/

日本政府、非住宅 PV で 19 GW を承認
2012 年 7 月〜 2013 年 4 月の商業屋上や地上インストー

ル許可は 19 GW（経産省発表）、 2012 年 7 月に発効した

固定価格買取制度（FIT）の効果、 承認された設備 18.681 

GW が完了しグリッド接続がクリアされているかは不明、

国の PV 市場が活況を呈していることは事実、2013 年に

国のグリッドに追加される容量は 6.9 GW 〜 9.4 GW、月

別の申請で FIT 率の減少（42 円→ 37.8 円 /KWh）の明ら

かな影響、非住宅 PV 設置のための申請（１月 1.892 GW、

2 月 5.263 GW、3 月 7.669 GW）、いくつかのプロジェク

ト建設・インストールの遅れ、遅延の一つが北海道の離島

が直面しているグリッドの課題、広大なグリッドの改善が

必要

Japan: government approves 19 GW in non-residential PV
http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/japan--government-approves-

19-gw-in-non-residential-pv_100012441/#axzz2cYBYulgC

参考：国が建設を認めた発電設備のうち実際に運転が始

まったのは 1/7 以下と少ない。背景に買取価格が年々切り

下げられていく仕組みがある。電力会社の買取価格は発電

設備の設置を国が認めた時点での価格で、少なくとも 10

年間は同じ価格に据え置かれる。そのため、買取価格が高

いうちに建設の認定を先に済ませ、建設費用が下がるのを

待って建設を始めるケースがある。国は、近く実態調査に

乗り出す予定。

アームストロング社、東南アジアのソーラープロジェクト
に 3000 万ドル投資
資産管理会社アームストロング社（シンガポール）、東南

アジア全体の PV・再生可能エネルギープロジェクトでア

ネックスパワー社（タイの開発者）と提携、東南アジアの

新興市場を注視、アームストロング社が東南アジアクリー

ンエネルギー基金から最大 3000 万ドル投資、アネック

スパワー社によって開発された PV やバイオガス発電プロ

ジェクトの最初のパイプラインの資金を調達するため

Armstrong invests $30 million in Southeast Asian solar 

projects 
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Intrinsic Electronic Transport Properties of High-Quality 

Monolayer and Bilayer MoS2
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nl401916s

第一原理計算でカルビンの機械的強度を暴く
グラフェンやダイヤモンドより強い真の超物質カルビンの

特性、炭素原子の鎖、ナノロッドまたはナノロープ、既知

の材料を上回る極端な引張剛性、ポリマーと二本鎖 DNA

の中間くらいの柔軟性（室温持続長は約 14nm）、曲げや

ねじり変形に対する機械的応答、既知の硬い材料の約 2 倍

7.5 × 107Nm/kg までの無類の比強度、単一の原子鎖を破

る力 ~10 nN、カルビン架橋反応の活性化障壁 0.6 eV、ラ

イス大学

Carbyne is stronger than any known material
http://phys.org/news/2013-08-carbyne-stronger-material.html

高精度ナノ表面測定を改善するための手法を考案
潤滑・着性・光学性能等の最適化のために制御しなければ

ならない表面特性、高精度でナノテクノロジー用途に不可

欠な部品の表面の測定を改善、ガウシアンフィルタに基づ

く手法、滑らかな表面性状波形にガウシアンフィルタの現

在の使用を拡張、エルミート多項式を使用、境界線とエッ

ジの検出を強化、ワーウィック大学（英国）

Technique to improve high precision and nanotechnology 

surface measurement
http://www.nanowerk.com/news2/newsid=31867.php

PV は 2020 年までにグローバル・インストール発電の 3.6％
を占める（予測） 

Frost ＆ Sullivan 社予測、世界の総発電設備における PV

の シ ェ ア（2010 年 0.7 ％ → 2015 年 2.4 ％ → 2020 年

3.6％）、PV の年間成長率は他の再生可能エネルギーのイ

ンストール容量を上回り続ける、PV の設置は 2020 年ま

でにすべての再生可能エネルギー生産の 10.9％を占める

（25％以上の水力発電を除く）、市場支配力が新興国にシ

フト（成長率が高い地域はアフリカとラテンアメリカ）、

再生可能エネルギー源の全体の設備容量は 2020 年までに

2,252.3 GW に到達、原子力発電からシフトする日本、実

質的に再生可能エネルギーの普及と革新を高める要因（気

候変動とエネルギー政策並びに補助金や税制上のメリッ

ト） 

Report: PV to account for 3.6% of global energy by 2030
http://www.pv-tech.org/news/PV_to_account_for_3.6_of_global_energy_by_2030

2013 年に PV 導入の先頭にたつ中国
NPD Solarbuzz レポート、中国は 2013 年に PV の最大の

サプライヤに、中国での需要増は分散型発電を奨励する

政府の刺激策が要因、日本は最も活発な PV 市場（成長率

150％、2014 年第２四半期までに設置予定の PV システ

ム容量が 5GW 超）、中国と日本の需要は合わせて今年後

半に 9GW に到達、アジア太平洋地域の需要合計は前年比

90％増加（2013 年に 16GW を超える）

China will top PV deployment in 2013: NPD Solarbuzz
http://www.pv-tech.org/news/china_will_top_pv_deployment_in_2013_npd_

solarbuzz

カーボンを被覆した Li3N ナノファイバー、水素の吸着性
能を改善
エレクトロスピニング法で 3D 多孔質炭素被覆 Li3N ナノ

ファイバーを製造、熱力学と速度論の両面で改善された水

素の吸着性能、安定した再生（250℃で H2 吸着 10 サイ

クル以上）、ナノファイバーのユニークな構造により実現、

復旦大学

Carbon-Coated Li3N Nanofibers for Advanced Hydrogen 

Storage
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201301927/abstract

参考：

金属窒化物 MN ナノフィルム電極
http://www.spc.jst.go.jp/hottopics/1112nano_material_science/r1112_fu.html

窒化物および炭化物アノード材料
http://astamuse.com/ja/published/JP/No/2010232174

ナノ材料の健康や環境への影響の判断に動物に頼らない代
替試験戦略が必要
アメリカ化学会（ACS）、国際的な専門家グループ（政府・

産業界・学界）の声明、動物を使わない代替試験戦略（ATS）

がナノサイエンス・ナノテクノロジーのブームから出現す

る新しいナノ材料に対処するために必要、動物実験は高価

で労働集約的で時間がかかる、ATS がナノ材料の安全性を

チェックすることができるかどうかを検討

New tests for determining health and environmental 

effects of nanomaterials
http://www.nanotech-now.com/news.cgi?story_id=48023

リアルタイムで生体分子の相互作用を監視するナノアンテ
ナ
多くの生体分子を赤外光で励起、振動モードから試料の分

子構造を解明、リアルタイムで生体分子の相互作用を監視、
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液体状の水で超高感度の赤外吸収分光法を行うことのでき

る最初のプラズモンチップを搭載、新開発のデバイスで水

の非常に強い赤外吸収バンドに関わる根本的な課題の多く

を解決、新しいデバイス（光学的に透明なフッ化カルシウ

ムチップの上面にパターニングされた特別に設計されたナ

ノスケール金アンテナ構造体の小さなアレイで構成）、赤

外線領域で共振するように金属ナノ粒子を設計、ナノ粒子

は局在表面プラズモン（金属表面上の電子の集団振動）を

介して光と強く相互作用、より多くの光を取り込む効率的

な光学なのアンテナとして機能、表面プラズモン共鳴をプ

ローブとして使用、ボストン大学、スイス連邦工科大学

Nanoantennas monitor biomolecular interactions
http://nanotechweb.org/cws/article/tech/54416

新たな構造のトンネル FET、大幅な性能向上が期待
産総研、新たな構造を採用したトンネル電界効果トランジ

スタ（トンネル FET）の動作を実証、定められたゲート電

圧でより強い電界をかけられる新しいチャネルと電極構造

を考案、従来のトンネル FET の 10 〜 100 倍の動作電流、

消費電力低減に寄与する期待

New tunnel FET architecture shows potential for 

substantial performance improvements
http://www.nanowerk.com/news2/newsid=31881.php

アモルファス Si-Zn-Sn-O 薄膜トランジスタは電子デバイ
スの潜在的な候補
シリコン - 亜鉛 - 錫酸化物（α -SZTO）アモルファス薄膜、

Si の影響に重点をおいて物理的および電気的特性を評価、

適切な Si 含有量は安定した緻密膜を実現するだけでなく

効率的に酸素空孔の形成を抑制、Si の高い酸素結合能力、

α -SZTO アクティブチャネル層を有する薄膜トランジス

タ（TFT）、電界効果移動度〜 1 cm2V-1s-1、オン / オフ電流

比 107、サブスレッショルドスイング 0.863 V/decade、浙

江大学

Characterization of amorphous Si-Zn-Sn-O thin films and 

applications in thin-film transistors 
http://apl.aip.org/resource/1/applab/v103/i8/p082109_s1?isAuthorized=no

ブラジル政府、ナノテクノロジーラベル法案を否決
環境、消費者保護および監視制御委員会と社会問題委員会

が法案 PLS131/2010 を審査、ナノ材料に関する規定が不

十分との見解、2013 年 3 月に提案された代替案は上院で

保留中、PL5133/2013（ナノテクノロジー・ナノ材料を

用いて製造されたことを示すラベルを提案）

Brazil rejects labelling bill over nanotechnology worries
http://chemicalwatch.com/16093/brazil-rejects-labelling-bill-over-nanotechnology-

worries

高温超伝導が生まれる過程に新しい電子構造を発見
銅酸化物が超伝導になる直前の電子状態が超伝導になった

後の電子状態と異なることを世界で初めて確認、理論予測

と実験実証、電子がいない高いエネルギー領域（正のエネ

ルギー領域）に電子の存在できない範囲を示すギャップ構

造を発見、東京大学、パリ第 7 大学
http://www.t.u-tokyo.ac.jp/epage/release/2013/2013082201.html

中国の PV サプライヤが世界を支配、立ちはだかるのは
First Solar 社とシャープ
各地域の主要なモジュール・サプライヤ（First Solar→米国、

シャープ→日本、Trina →オーストラリアなど）、7 地域の

トップメーカーは中国企業、中国では中国のメーカーが普

遍的な優位性（国内市場の 25％を供給）、中国のメーカー

に対して強い競争力を維持（CONERGY、シャープ、REC ソー

ラー、ソーラーワールド、京セラなど）、多くの欧州の PV

サプライヤは閉業、太陽電池業界は 30GW から 50GW 以

上に増加するには中国からの供給量が頼り、NPD ソーラー

バズのモジュールトラッカー

First Solar and Sharp thwart global dominance of Chinese 

PV suppliers
http://www.pv-tech.org/news/first_solar_and_sharp_thwart_global_dominance_of_

chinese_pv_suppliers

リチウムイオン電池用シリコンのリチウム化及び他の合金
アノードの理解（25 周年記念論文）
合金アノードは次世代のエネルギー密度が高いリチウムイ

オン電池用電極材料として期待、Li 原子を高濃度に可逆的

に組み込む能力、合金陽極はリチウムの挿入 / 抽出時に発

生する極端な体積及び構造変化に起因する短いサイクル寿

命、機械的な破壊と副反応の悪化、シリコンナノ構造体に

注目（リチウム誘起歪を収容し、高いクーロン効率と長い

サイクル寿命）、多くの実験やシミュレーションによりシ

リコンナノ構造体の詳細が明らかに、レビュー（構造的お

よび体積変化、応力の発生、機械的特性、及びリチウムイ

オン電池用のナノ構造の Si アノードの破壊挙動）、スタン

フォード大学

25th Anniversary Article: Understanding the Lithiation 

of Silicon and Other Alloying Anodes for Lithium-Ion 

Batteries
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201301795/abstract
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ローマ人はナノテクノロジーの開拓者
大英博物館収蔵の 1,600 年前のローマのゴブレットの秘

密、英国の研究者が顕微鏡で壊れたかけらを精査、直径

50nm 程度に小さくした金と銀の粒子をガラスに添加、

ローマ人が貴金属の正確な混合を知っていたことを示唆、

様々な流体でカップを満たすとガラス中の振動電子が相互

作用する方法で変色

This 1,600-Year-Old Goblet Shows that the Romans Were 

Nanotechnology Pioneers 
http://www.smithsonianmag.com/history-archaeology/This-1600-Year-Old-Goblet-

Shows-that-the-Romans-Were-Nanotechnology-Pioneers-220563661.html

米国・英国の科学者たちが将来の作物設計に協力
汚染とエネルギー消費量を削減しながら将来の農業を変え

るプロジェクト、米国・英国の 4 チームに NSF が 1,200

万ドル、高価で汚染源になる人工肥料を使用せずに成長す

る能力を作物に与える農法の革命、4 つの革新的プロジェ

クト

US and UK scientists collaborate to design crops of the 

future 
http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=128878&org=NSF&from=news

世界最大の薄膜太陽光発電所が操業開始
出力 143MW のカタリナ・ソーラー・プロジェクト操業

開始、米国カリフォルニア州モハーベ砂漠、薄膜モジュー

ルを用いた太陽光発電所としては世界最大、EDF リニュー

アブル・エナジー社が開発・建設・運営、110 万以上のパ

ネルで構成、ソーラーフロンティアの CIGS パネル 82MW

と First Solar 社の 61MW を使用、電力は 25 年の電力購

入契約に基づきサンディエゴガス＆エレクトリック社に売

却、カリフォルニア州の再生可能エネルギーポートフォリ

オ基準（2020 年までに再生可能エネルギーからの電力が

33％）

‘World’s largest’ thin-film solar plant begins operations
http://www.pv-tech.org/news/worlds_largest_thin_film_solar_plant_begins_

operations

参考：ソーラーフロンティアは昭和シェル石油の 100％子

会社で、太陽電池生産・販売を行う。

ガーナの次は日本へ上陸、太陽電池で動くノート PC
太陽電池で充電・稼動できるノートパソコン「SOL」（カ

ナダ WeWi Telecommunications 社製）の日本販売の予約

受付を開始、世界で 2 カ国目の発売、バッテリー駆動時間

は 8 〜 10 時間、2013 年 8 月末までに予約した場合の販

売価格（37,800 円）
http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1308/23/news033.html

参考：WeWi 社は、通信ネットワークの構築、データセン

ターの設計、軍のシステム開発などを手がけるサービスプ

ロバイダ。

中国企業が 36 セント /W で PV モジュールを生産する秘訣
供給過剰により急低下したポリシリコン価格はコスト削減

の 54％に貢献、他の消耗品の価格下落も 26％の削減に寄

与、消耗品の価格引き下げによるコスト削減は限界に近い、

ポリシリコン価格の下落を維持する余地はほとんどない、

技術の改良（歩留まり損失の低減、生産ラインの自動化、

変換効率のアップ）が絶対的に重要、人件費は 2009 年以

来毎年約 10％増加、メーカーは最終的に生産ラインの自

動化が必要 

Here’s How Chinese Firms Will Produce Solar for 36 Cents 

per Watt
http://www.greentechmedia.com/articles/read/solar-cost-reduction-drivers-in-2017

有毒なナノ粒子が身近な食物の中にあるかもしれない
農産物・食品中の銀ナノ粒子を検出するための信頼性の高

い方法を開発、農薬に銀ナノ粒子を使用、梨で銀ナノ粒子

の残渣・浸透を研究（銀ナノ粒子溶液で浸漬、洗浄、４日

間繰り返し実験）、銀ナノ粒子が梨の皮を貫通しパルプに

到達することを確認、ナノ粒子の貢献（食品を新鮮に保ち、

食品の色を鮮やかに、サプリメントの送達を改善、味の向

上など）、他の貢献（水処理、食品包装、殺虫剤、化粧品、

産業用ナノ材料など）、人間と環境への潜在的な健康リス

クは不明、ミズーリ大学 

Toxic Nanoparticles May Already Be In Our Food Supply
http://www.science20.com/news_articles/toxic_nanoparticles_may_already_be_

our_food_supply-118992

有機物に電圧を加えることで超伝導スイッチを実現
有機物質κ -Br で電界効果トランジスタを作製、歪みをゲー

ト基板によって制御、有機物κ -Br と無機ゲート基板（Nb-

SrTiO3）との熱膨張係数ミスマッチにより歪み制御、正のゲー

ト電圧をかけたると徐々に抵抗が減少し VG が 9 V に到達

すると 5K で超伝導転移（デバイスが ON 状態に）、金属状

態と絶縁体状態をスイッチする有機デバイスが室温で動作

できれば有機トランジスタの弱点である ON 電流が小さい

問題の解決が可能、分子科学研究所、理化学研究所

A strained organic field-effect transistor with a gate-

tunable superconducting channel
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http://www.nature.com/ncomms/2013/130823/ncomms3379/full/ncomms3379.

html

プリンタブル太陽電池のためのナノ・インクに画期的な前
進
ナノコロイド溶液（半導体ナノ結晶インク）、ナノ結晶

を合成するためのカドミウムや鉛に代わる元素を模索、

tetrahedrite (Cu12Sb4S13) と famatinite (Cu3SbS4) ナノ結晶

の選択的合成に成功、両ナノ結晶は太陽電池の光吸収材と

して適した可視・近赤外光の強い吸収を持つ黒褐色を表示、

RMIT・CSIRO・JST が実施した学際的国際共同研究プロジェ

クト

Breakthrough advances nanomaterials for printable solar 

cells
http://phys.org/news/2013-08-breakthrough-advances-nanomaterials-printable-

solar.html

参考：Cu・Sb・S の 3 元素から成る半導体ナノ結晶作製に

成功
https://nanonet.go.jp/mu2do8isl-281/?block_id=281&active_action=multidatabase_

view_main_detail&multidatabase_id=5&content_id=2187

MANUCLOUD プロジェクト、サプライチェーン全体を統
合することが目的
再生可能なエネルギー源、大量生産からパーソナライズや

エコフレンドリーな製造への移行、2013 年 7 月に終了、

プロジェクトの目標（分散クラウド製品仕様・サプライ

チェーン製造実行基盤）、機能のオンライン市場化を確立

し欧州の競争力強化、サプライチェーン全体の統合が目的、

MANUCLOUD の概念実証に有機太陽電池と有機 LED 技術

を選択、製造クラウドインフラを確立、資金 360 万ユー

ロ

ManuCloud: Integrating the solar cell supply chain online
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_NEWS&ACTION=D&SESSION=&R

CN=36001

金ナノ粒子が細胞壁を貫通することができる理由を解明
細胞を損傷や破壊することなく細胞膜側壁を貫通すること

は困難、特殊なポリマー薄層で被覆された純粋な金ナノ粒

子（細胞膜を通過して内部に入る材料として 2008 年に発

見）、不明であったメカニズム、細胞壁を形成するプロセ

スの重要な最初のステップはコーティングされた金ナノ粒

子が細胞壁を形成する脂質と融合することを実証、細胞壁

を貫通できる粒子の大きさの上限を明示、粒子のコーティ

ングは疎水性と親水性の構成要素の組み合わせ、粒子の表

面に 1 分子の厚さだけ形成、粒子が膜を通過できるように

するメカニズムと粒子が通過し開口部をすぐ密封するメカ

ニズムが重要、MIT、ローザンヌ連邦工科大学

Researchers figure out why gold nanoparticles can 

penetrate cell walls
http://www.innovations-report.com/html/reports/life_sciences/researchers_figure_

gold_nanoparticles_penetrate_cell_218785.html

リチウムイオン電池材料 LixCoO2 における酸素ホールの重
要な役割を解明
カナダ放射光施設で軟Ｘ線吸収分光法を用いて研究、酸

素 2p 軌道のホール（酸素ホール）、Co3+ および Co4+ イオ

ンに結びついている酸素 2p 軌道のホールがそれぞれ異な

るエネルギーを持つことを確認、充電あるいは放電過程で

Li+ イオンが移動する際に Li+ イオンとは逆方向に酸素 2p

軌道のホールが移動して Li+ イオンが移動する際のエネル

ギー障壁を小さくする、酸素 2p 軌道のホールはリチウム

イオン電池の正極材料の性能を最大限に引き出す可能性を

持つ、東京大学
http://www.k.u-tokyo.ac.jp/info/entry/22_entry246/

米国で急速に成長している会社の一覧
米国で急成長している企業 5000 社ランキング、非在来型

石油・ガス開発のブームを反映、エネルギー部門で 45 社、

ベスト 100 には 5 社、45 位 Spring Networks ( 成長率 5,867 

%)、46 位 ThinkLite （5,525 %）、49 位 Solar Alliance of 

America（5,337 %）、84 位 Next Step Living （3,890%）、

91 位 Sol Systems（3,716 %）

A List of America’s Fastest-Growing Clean Energy 

Companies
http://www.greentechmedia.com/articles/read/americas-fastest-growing-cleantech-

companies

分子レベルでの混合プロセスを使用、グラフェン / 銅ナノ
コンポジットの機械的特性の強化
機械的特性を改善する金属マトリックス複合材料の補強材

として RGO を利用、新規な混合・分散製造プロセスの開発、

RGO フレークが分子レベルで均一に銅マトリックス中に

分散、RGO の凝集を防止し RGO と Cu との密着性を増大、

2.5 体積％ RGO/ 銅ナノコンポジットの降伏強度は純粋な

銅よりも 1.8 倍高い、グラフェンと Cu の間の付着エネル

ギー（164 J m-2）が強い界面結合を示唆グラフェンが金

属マトリックスナノ複合材料の補強材の候補、KAIST 

Enhanced Mechanical Properties of Graphene/Copper 

Nanocomposites Using a Molecular-Level Mixing Process
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201302495/abstract
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相転移を起こす金属ナノ結晶の基本的なサイズ依存性が明
らかに
直接観測のために光プローブを開発、熱力学と速度論など

の重要な特性に及ぼすサイズ効果の驚くべき実態、従来の

仮説（15nm を超えるとナノ結晶の熱力学的および動力学

的挙動は本質的にバルクと同じ）、ナノスケール材料の物

理・化学・機械的特性が十分に理解されていない理由（ナ

ノスケールでの観察の難しさ）の再評価、水素吸蔵時の発

光における微小変化の急速な直接観察、パラジウムナノ

キューブが水素化物を形成したときに発光の劇的な減少を

観察、発光プローブと統計力学モデルの汎用性の高い組み

合わせでガス • ナノ結晶相互作用を調べることが可能に

Size Matters as Nanocrystals Go Through Phases: Berkeley 

Lab Researchers at the Molecular Foundry Reveal 

Fundamental Size-Dependence of Metal Nanocrystals 

Undergoing Phase Transitions
http://www.nanotech-now.com/news.cgi?story_id=48048

LaAlO3/SrTiO3 界面での二次元電子液体、LaAlO3 層の陽イ
オンの化学量論が鍵
絶縁体ランタンアルミネート（LaAlO3）とチタン酸スト

ロンチウム（SrTiO3）の界面における二次元電子液体（2-

DEL）、2-DEL は化合物半導体界面における従来の 2 次元電

子ガスとは区別、これまで LaAlO3 は完璧であると想定し

て SrTiO3 の欠陥の役割に注目して 2-DEL の起源を議論、

2-DEL の形成には LaAlO3 層の陽イオンの化学量論が鍵で

あることを実験と第一原理計算により確認、酸素欠損を含

む外因性欠陥の不在下で界面 2-DEL を形成できることを

実証、フロリダ州立大学

LaAlO3 stoichiometry is key to electron liquid formation 

at LaAlO3/SrTiO3 interfaces
http://www.nature.com/ncomms/2013/130822/ncomms3351/full/ncomms3351.

html

純粋な金属の数百倍の強さを示す新しいナノコンポジット
材料を開発
金属とグラフェンの積層構造を CVD 法で作成、70nm の

面間距離を有する銅 - グラフェン多層材料は純ニッケルよ

り 180 倍の強度（4.0GPa）、100nm の面間距離ニッケル

グラフェン多層材料は純銅に比べ 500 倍の強度（1.5GPa）

強度、面間距離と積層材料の強度との間に明確な関係、小

さい面間距離は転位の移動がより困難になるため材料の強

度を増加、外部のダメージから転位やクラックをブロック、

KAIST

Nanotechnology researchers use graphene to develop 

ultra-strong nanocomposite
http://www.nanowerk.com/news2/newsid=31925.php

絶縁酸化物界面で奇妙な磁気挙動
絶縁酸化物間の極性界面の電子特性、LaAlO3（LAO）と

SrTiO3 の（STO）の界面で強い磁性を観察、LAO/STO 界

面の本質的な特徴に依存する局所モーメントの形成と相互

作用のための微視的理論を提示、相関誘発性モーメントが

軌道縮退の界面分裂に起因し発生、ゲート可変ラシュバ・

スピン軌道結合をもつ伝導電子がひねりをもつ強磁性交換

を仲介、ゼロ磁場基底状態は長波長スパイラルであること

を予測、オハイオ州立大学

Ferromagnetic exchange, spin–orbit coupling and spiral 

magnetism at the LaAlO3/SrTiO3 interface
http://www.nature.com/nphys/journal/vaop/ncurrent/full/nphys2702.html

GaAs-MOS 構造の界面特性を改善
硫黄不動態化の GaAs 上に HfTiON 膜をスパッタ、界面

パッシベーション層 TaON の有無、界面および電気的

特 性、HfTiON/TaON 積 層 ゲ ー ト 誘 電 膜 の GaAs-MOS 構

造は 600℃でアニールすると低い界面状態密度（1.0 ×

1012cm-2eV-1）、少ないゲートリーク電流（7.3 × 10-5Acm-2 

at Vg=Vfb + 1V）、容量等価膜厚（1.65 nm）、大きな等価誘

電率（26.2）、TaON の効果（GaAs 表面に向かっての Hf、

Ti および O の拡散をブロックし界面の As-As bonds, Ga-/

As-oxides 形成を抑制）、TaON/ GaAs 界面でのフェミレベ

ルのピニングを解除（インタフェースの質やデバイスの電

気的特性を向上）、高性能 GaAs 系 MOSFET を製造するた

めの有望な技術、華中科学技術大学

Improved interfacial and electrical properties of GaAs 

metal-oxide-semiconductor capacitors with HfTiON as 

gate dielectric and TaON as passivation interlayer
http://apl.aip.org/resource/1/applab/v103/i9/p092901_s1

3D グラフェン、色素増感太陽電池の白金電極代替の可能
性
高価なプラチナの代替として 3D グラフェン構造の使用が

可能であることを発見、色素増感太陽電池の白金電極の代

替、犠牲材料と組み合わせることによりグラフェンの構造

をハニカム化、酸を用いて洗浄すると 3D グラフェンを残

すことができる炭酸リチウムを充填した純粋なカーボンの

ハニカム、リチウム酸化物と一酸化炭素を組み合わせて合

成、ミシガン工科大学

3D Graphene Could Make Solar Cells Cheaper
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http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1319307&

米国西部の PV 価格、2025 年までに競争力をもつ
PV や風力発電は 2025 年までに米国西部のガス火力発

電と競争力のある価格になる可能性、ワイオミング州で

2025 年（州の再生可能ポートフォリオ基準 RPS の有効期

限が切れる年）にガスよりも安く発電、ネバダ州とアリゾ

ナ州の PV は伝送コストがガス発電よりも若干高価、RPS

の終了が最も肥沃な地域に再生可能エネルギーの開発を

推進、直接正常な日射のある地域は 1 日 7.5kWh/m2、ド

イツの平均は一日 3kWh /m2、再生可能エネルギー研究所

（NREL）による新しい調査

Solar to be price competitive in western US by 2025: 

NREL
http://www.pv-tech.org/news/solar_to_be_price_competitive_in_western_us_

by_2025_nrel

参考：米国の再生可能エネルギー発電推進策
http://www.mizuho-ri.co.jp/publication/research/pdf/argument/mron1109-4.pdf

Yingli Solar 社の米国で供給した電力容量は 1 GW 超
28,000 の家庭、3,000 の機関と企業、50 の実用規模のプ

ロジェクトを含む南北アメリカで 30,000 以上のプロジェ

クトにモジュールを供給、1 GW は 20 万人以上の平均的

な米国人家庭のエネルギー需要に相当

Yingli surpasses 1 GW mark in the Americas
http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/yingli-surpasses-1-gw-mark-in-

the-americas_100012523/#axzz2dD5wEuVk

BIND Therapeutics 社、WEF2014 年テクノロジーパイオ
ニアに
BIND Therapeutics 社（治療法 AccurinsTM を開発している

臨床段階のナノメディシン・プラットフォーム企業）が

2014 年のテクノロジーパイオニアとして世界経済フォー

ラム（WEF）が承認したと発表、2013 年 9 月 11 日〜 13

日に大連で開催される 2013 年の WEF 年次総会で表彰さ

れる

BIND Recognized by the World Economic Forum as a 

Technology Pioneer
http://www.hispanicbusiness.com/2013/8/27/bind_recognized_by_the_world_

economic.htm

補足：WEF テクノロジー・パイオニアプログラムの詳細
http://www.weforum.org/techpioneers

非常に効率的な反転有機太陽電池のために溶液処理された
Al ドープ ZnO ナノ粒子 / TiOx 複合体
AZO 加工液の電気的特性、 AZO-TiOx 溶液（AZOTi）から

キャストした固体薄膜は不活性環境で処理可能、加水分解

のための大気曝露または高温熱アニールが不必要、AZOTi

の電子構造は太陽電池などの有機電子デバイスで使用さ

れているアクセプタやドナー材料の電子構造と一致、ポリ

（3- ヘキシルチオフェン）およびフェニル -C61- 酪酸メチ

ルエステルのバルクヘテロ接合膜を用いた反転太陽電池は

約 70％の曲線因子、AZOTi の動作を阻止する効率的な正

孔の結果として最適化された開回路電圧、この材料の能力

収集 / ブロッキング能力が有機 / 金属酸化物界面で見られ

る重要な界面再結合の問題を解決、ノースカロライナ大学

チャペルヒル校

Solution Processed Al-Doped ZnO Nanoparticles/TiOx 

Composite for Highly Efficient Inverted Organic Solar Cells
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/am401798g

気液界面を利用した高配向性分子ナノシートの創製
これまでの実績（溶液プロセスを基盤とした新しいボトム

アップ手法を開発、気液界面における化学反応を利用、構

成分子ユニットの配向および構造体の大きさがナノスケー

ルで制御された結晶性の MOF 薄膜を作製することに成

功）、気液界面においてその場シンクロトロン X 線回折測

定、シートの形成過程を解明、この形成過程に関する知見

を基に新規作製手法を開拓、シートサイズを拡大すること

に成功、大阪府立大学

Interfacial growth of large-area single-layer metal-organic 

framework nanosheets
http://www.nature.com/srep/2013/130826/srep02506/full/srep02506.html

参考：Metal Organic Frameworks（MOF）は、金属錯体

分子の骨格を仕切りとしたナノメートルサイズの細孔を有

する。これまで報告されている MOF のほとんどが粉末状

態もしくはバルク微結晶状態で得られており、構造および

サイズが制御された MOF ナノ薄膜を固体表面上で構築す

ることは未達成の重要な課題であった。

水素発生用光触媒として半導体ナノ構造を利用
二酸化チタン電極は大きなバンドギャップを持っているた

め太陽スペクトルの一部のみに応答、効率のよい水素発生

用光触媒として半導体ナノ構造を利用、GaN/ZnO 超格子

ナノワイヤ、密度汎関数理論計算、周期的な GaN-ZnO の

格子モデルを最適化、電荷と電子スピン状態を計算、小さ

な欠陥の導入、正に帯電した欠陥部分の Ga-O インタフェー

ス点で負の電荷を中和、不対電子は Zn-N 接続の周りに蓄
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積され磁力を発生（光触媒として知られている反応の間に

電荷分離とモビリティを高める）、人工的に作り出した極

性の不連続性が大幅に中間エネルギーレベルを生成するこ

とにより半導体バンドギャップを変化、A ＊ STAR 研究所

A richer harvest on the horizon thanks to nanostructures
http://www.nanowerk.com/news2/newsid=31948.php

TSMC は 2013 年上半期に世界最大の半導体サプライヤに
IC Insights の最新レポート、2013 年上半期の半導体サプ

ライヤランキング、急成長の IC ファウンドリ市場、急成

長の TSMC

TSMC becomes the largest semiconductor supplier in the 

world in 2Q13
http://www.electroiq.com/articles/sst/2013/08/tsmc-becomes-the-largest-

semiconductor-supplier-in-the-world-in-2q13.html

補足：2013 年上半期の世界半導体メーカー売上ランキン

グ上位 10 社中、日本企業は東芝のみ、ルネサスは 11 位

に後退、IC Insights 調べ
http://www.icinsights.com/news/bulletins/Lone-Japanese-Semiconductor-Supplier-

Ranked-Among-Top-10-In-1H13/

再結合経路の実験的な分離を容易にするために太陽電池物
理学の改質
実験的に太陽電池における再結合の空間分布を識別するこ

とは挑戦的、従来の特性評価技術から得られる唯一の半定

量的な情報、空間電荷・準中性・界面領域での光強度、温度・

再結合強度の VOC 依存性を導出、定式化は典型的な結晶

性シリコンヘテロ接合や多結晶 Cu(In,Ga)Se2 太陽電池にお

ける再結合の空間分布を評価するために適用可能、NREL

Reformulat ion of solar cel l  physics to faci l i tate 

experimental separation of recombination pathways 
http://apl.aip.org/resource/1/applab/v103/i9/p093502_s1?isAuthorized=no

EU とロシアの科学者、共同で医療用インプラント用新規
ナノ材料を開発
一般的な金属よりも強くて耐久性がある（インプラント材

料として有望）、インプラント材料の開発のための計算モ

デルとソフトウェア開発、EU とロシアの共同プロジェク

ト、有害合金元素またはアレルゲンを含んでいないナノチ

タンの製造

EU and Russian scientists join efforts in development new 

nanomaterials for medical implants
http://www.nanotech-now.com/news.cgi?story_id=48052

オリーブオイルは健康食品であることを実証
EU プロジェクト EUROLIVE（酸化的損傷のオリーブオイ

ル消費の効果）、動脈硬化指数に好ましい効果、脂質酸化

は冠状動脈性心臓病発生の高い危険因子であると考えられ

ている、オリーブオイルのポリフェノールの抗酸化特性を

めぐる議論に終止符

Olive oil is good for you - in more ways than one
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_NEWS&ACTION=D&SESSION=&R

CN=36007

反補助金の事例はダンピング取引を妨げない
中国の太陽エネルギー製造業に対する不当な補助金、EC

は調査終了を確認、調査結果（中国政府は助成融資、土地

その他の給付を通じて中国企業に不当な優位性を与えてい

ることを確認）、中国との友好的な解決策を妨げないこと

を確信（EU 貿易スポークスマン談）

Anti-subsidy case won’t derail dumping deal: EC
http://www.pv-tech.org/news/anti_subsidy_case_wont_derail_dumping_deal_ec

参考：中国の 2013 年上半期の太陽電池の製造状況
h t t p : / / w w w . m i i t . g o v . c n / n 1 1 2 9 3 4 7 2 / n 1 1 2 9 3 8 3 2 / n 1 1 2 9 3 9 0 7 /

n12246780/15582342.html

単層 CNT のキラリティ依存気相エピタキシャル成長と終
端
キラリティ制御された CNT の合成の新しい経路を開発、

現段階では制限されている気相エピタキシャル成長の収

率、プロセスのメカニズムの理解の欠如のため、キラリティ

依存成長動態および 7 つの単一キラリティ CNT の気相エ

ピタキシャル成長の終了メカニズム、ジグザグ近くの被覆、

媒体キラル角など、CNT の成長率はキラル角度と共に増加、

CNT アンサンブルのキラリティ分布は成長率と寿命の両方

によって決定、南カリフォルニア大学

Chirality-Dependent Vapor-Phase Epitaxial Growth and 

Termination of Single-Wall Carbon Nanotubes
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nl402259k

人工スピンアイス材料、磁荷結晶の直接可視化に初成功
スピンアイス物質のユニークな特性、スピンアイスにおけ

るナノスケール磁石の非常に複雑な秩序化は凍った水の水

素原子と酸素原子の位置の順序を決定する同じ規則に従

う、両方とも絶対零度でも完全な凍結を防ぐ相互作用でス

ピン（自由度）を持つ、2006 年に学際的チームが初の人

工スピンアイスの 2 次元配列を設計、同じ研究チームが今

回非常に複雑な磁気相互作用素材の可能性を実現可能な新
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しいアニーリング・プロトコルを開発、新プロトコルは 2

つの人工スピンアイス材料（正方格子パターンで構成され

たもの、３又の頂点を持つ六角ハニカムパターン）に適用、

各頂点での磁気的な “ ポールチャージ ” は周囲の頂点の磁

気 “ チャージ ” に影響、磁気力顕微鏡を用いて磁気チャー

ジの結晶構造を画像化、新プロトコル（磁気極性が抑制さ

れる約 550℃まで加熱）によってナノ磁石が極性を反転し

自由に作用し合うようになる、材料が冷えるとナノ磁石が

頂点でその極の相互作用に基づいて並べ替えられる、各頂

点のモノポールチャージは氷結晶の成長時での原子スケー

ル・チャージの相互作用と類似した方法でシステム全体の

順序に寄与することを発見、イリノイ大学

Magnetic charge crystals imaged in artificial spin ice
http://engineering.illinois.edu/news/2013/08/26/magnetic-charge-crystals-

imaged-artificial-spin-ice

参考：磁気モノポールの量子ダイナミクスの発見
http://www.issp.u-tokyo.ac.jp/maincontents/docs/tayori53-2.pdf

ムーアの法則は 2022 年までに終わる
2020 年の 7nm ノードが最後、Hot Chips 会議で Robert 

Colwell 氏（米国防総省国防高等研究計画局（DARPA）

マイクロシステムグループのディレクタ）の基調講演、

DARPA のマイクロシステムグループには 2 つのプログラ

ム （アップサイドと呼ばれるプログラムでおおよそのコン

ピューティングを模索、もう一つは比較的低電力で部分的

なソリューションで解決するスピントルク発振器の効果を

模索）、新たな機会が将来のチップを微調整するために出

現 

Moore's Law Dead by 2022, Expert Says
http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1319330&

GCL-Poly 社、ポリシリコン価格ダンピングによる利益損
失を警告
中国最大のポリシリコンソーラーウエハメーカー GCL-

Poly 社が利益警告を発表、海外ライバルの投機によるポ

リシリコン価格が要因、2013 年上期のグループ損失 9.173

億香港ドル、同期間内でのポリシリコン販売量は 6.0％減

少（ソーラーウエハは 21.1％増）中国でのポリシリコン

生産企業は 3 〜 5 社だが供給が需要を下回り始めている

（同社の財務諸表から）、2013 年前半のポリシリコン平均

販売価格は 17 ドル /kg（2012 年前半は 23.2 ドル /kg）、

2013 年前半のウエハの平均販売価格は 0.2 ドル /W（2012

年前半のウエハ平均販売価格は 0.27 ドル /W）、中国は国

内生産者を保護するために米国と韓国からの輸入ポリシリ

コンに関する義務を最近導入

GCL-Poly blames losses on polysilicon price dumping; 

wafer sales up 21%
http://www.pv-tech.org/news/gcl_poly_blames_losses_on_polysilicon_price_

dumping_wafer_sales_up_21

Applied Nanotech 社、新規 R&D 契約により変換効率の更
新を目指す
Applied Nanotech 社が Sichuan Yinhe Chemical 社（YHCC） 

および Solexe 社と R&D 契約、YHCC（Applied Nanotech

社のソーラーインクやペースト技術の独占権、四川省の新

工場で 1000 トン生成）、Solexel 社（結晶シリコン太陽電

池セルの製造に従事、薄いシリコンウエハの製造、低コ

ストの超薄エピタキシャルシリコン膜と多孔質シリコンリ

フトオフ技術を使用して 156mm × 156mm セルで効率

20.62% の世界記録を達成）、今回の契約で効率 22％を目

指す

Applied Nanotech eyes efficiency record after signing R&D 

agreement
http://www.pv-tech.org/news/applied_nanotech_eyes_efficiency_record_

after_signing_rd_agreement?utm_source=newsnow&utm_medium=web&utm_

campaign=newsnow-feed

参考：Applied Nanotech 社独自のアルミニウムメタライ

ゼーション材料を利用して Solexel のユニークなエピタキ

シャルセル・アーキテクチャと独自の製造工程により変換

効率 20.62% 効率の世界記録を達成。Solexel 社は多孔質

シリコン層の上に極薄エピタキシャルシリコン膜を成膜す

る技術を持つ。再利用可能なシリコンウエハテンプレート

上に作られた多孔質シリコン層がリフトオフ工程と単結晶

シリコンから薄膜セルの切り離しを可能にする。
http://www.appliednanotech.net/news/130103_Solexel_Achievement.php

米国とフランス、原子力損害についての民事責任に関する
共同声明に署名
原子力損害の民事責任に関する共同声明を公表、原子力安

全についての IAEA アクションプランの勧告、原発事故の

犠牲者に対する適切な補償を可能にする世界の原子力責任

体制の確立のためのサポートなどを含む、入会手続き、最

初のステップとして原子力損害の補足補償に関する条約

（CSC）の重要性を認識、米国は今後 12 カ月の間に CSC

を発効させたい考え

United States and France Sign Joint Statement on Civil 

Liability for Nuclear Damage
http://energy.gov/articles/united-states-and-france-sign-joint-statement-civil-

liability-nuclear-damage

参考：日本の原子力政策の変遷と国際政策協調に関する歴

史的考察
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http://www.rieti.go.jp/jp/publications/pdp/09p002.pdf

ORNL、電池や他のデバイスの性能を高めることができる
酸素 “ スポンジ ” を開発
低温で簡単に酸素原子を吸収・脱離、可逆的で非常に興味

深い現象、劣化なく低温で相間変更できる化学物質を発見、

ストロンチウムコバルで構成、エピタキシャル安定化プロ

セスによりペロブスカイト型として知られているものより

も望ましい段階で材料を合成、用途（充電式電池、センサー、

ガスコンバータ、燃料電池など）

Oak Ridge develops 'sponge' that could enhance 

performance of batteries and other devices
http://dailyfusion.net/2013/08/ornl-develops-novel-oxygen-sponge-material-for-

energy-storage-18627/

誘電体被覆 CNT プローブで超高電流での測定が可能に
導電性の原子間力顕微鏡プローブとして使用される CNT、

自己発熱による迅速な分解、大電流に耐えることを期待、

誘電体でカプセル化した多層 CNT、誘電体コーティングは

ジュール熱の除去のためのリザーバとして機能、熱酸化に

対する化学的なバリア、大幅に輸送特性を向上（Au 表面

に接触して 1.5 mW で 0.12 mA の電流）、安定性（抵抗の

変化がない、1012 A/m2 で 103 秒）、理論的なモデルと正

確な数値計算がよく一致、ジュネーブ大学

Ultrahigh Currents in Dielectric-Coated Carbon Nanotube 

Probes
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nl4024808

原子と超伝導を用いた量子エレクトロニクス
将来の情報技術のためのハードウェアの基盤は量子システ

ムのコヒーレンス、量子情報を運ぶのは量子ビット、不安

定な量子ビットに対処する新しい電子部品を開発、長期的

な目標（進数 0 と 1 の重複のような重ね合わせ状態を処理・

移動・保存すること）、2 つのシステムをリンクさせ両方

の利点を引き出す、超伝導回路（量子情報を処理すること

ができるが長い保存は無理）、原子（天然の量子保存単位

として機能）、将来的には超伝導回路と原子の組み合わせ、

超伝導マイクロチップの表面の磁界の中に閉じ込められて

いるルビジウム原子、超伝導リングの電流は弱くなること

はない、磁気伝導ナノエレクトロニクスと原子の間の新し

いインタフェースを作成、チュービンゲン物理研究所

Physic is ts  create  inter face  between atoms and 

superconductors
http://www.nanowerk.com/news2/newsid=31974.php

ノースウェスタン大学、求める分子特性を実現するための
新しい方法に挑戦
自然からヒントを得て分子の結合表面の形状を変更、単一

タイプの分子を 2 つの曲率の異なる領域を有するナノ粒子

上に置く技術を開発、分子結合されている曲率の場所に応

じてユニークな化学的性質を示す、直径 5nm 程度の金ナ

ノ粒子上の様々なポイントにカルボン酸の分子を固定、曲

率の違いが分子間の距離に影響、円筒状とダンベル型ナノ

粒子の上に “patchiness” を誘導することが可能に、本質的

に分子は反発静電相互作用を介して互いに感じることがで

きる、ナノ粒子上へより多くの電荷を追加することの難し

さは分子込み合い程度によって制御、“ つぎはぎ ” ナノ粒

子が相互作用して一方向自己集合

Reproducing nature's chemistry: Researchers alter 

molecular properties in a new way
http://www.nanotech-now.com/news.cgi?story_id=48070

毛細管ペンでプリンティング 、フレキシブルディスプレ
イに利用できるか？
多様な材料に利用可能、毛細管現象を利用して毛細管ペン

プ印刷装置、プラスチック基板の上に透明かつ柔軟な有機

薄膜トランジスタを印刷することに成功、既存のインク

ジェット・プリント技術より簡単なプロセスで費用かから

ない、浦項工科大学、ハンバッ大学

Directly Drawn Organic Transistors by Capillary Pen: A 

New Facile Patterning Method using Capillary Action for 

Soluble Organic Materials
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201300006/abstract

米国、PV 導入コストの下落傾向続く、LBNL
PV インストール価格の推移（1998 年〜 2012 年）、2012

〜 2013 上半期にダウン、米国価格の中央値（容量 10kW

以下のシステムで 5.30 ドル /W、10kW 〜 100kW のシ

ステムで 4.90 ドル /W、100kW 以上で 4.60 ドル /W）、

2012 年までにインストールした価格の下落、10kW 以下

のシステムで 0.90 ドル /W（14％の下落に相当）、10kW

〜 100kW の シ ス テ ム で 0.80 ド ル /W（13 ％ の 下 落 ）、

100kW 以上で 0.30 ドル /W（約 6％の下落）、データは

住宅・商業・電力会社含め 20 万以上の太陽光発電設備か

ら回収（系統網に接続している全米の太陽光発電所の 72%

をカバー）、モジュール価格の変化に遅れをとるシステム

の価格、公共施設システムの価格はプロジェクト間で大き

な差（2.30 ドル /W から 6.80 ドル /W）

Tracking the Sun VI report analyses falling cost of 

installed PV in US
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http://www.pv-tech.org/news/tracking_the_sun_vi_report_analyses_falling_cost_of_

installed_pv_in_us

CIGS モジュールの変換効率向上（13.8%）、ポリシリコン
に接近
Stion 社（米国の CIGS 太陽電池モジュールメーカー）出

力を向上、同社製造の CIGS モジュールは出力を各クラス

で 10 W ずつ向上、変換効率は最高 13.8%、ポリシリコン

は 15 〜 18%、市場で苦戦する CIGS 太陽電池、浮上の鍵

は変換効率の向上と製造コストの低減、低い温度係数が特

長（STO シリーズで温度係数 0.26%/°C）、温度 75℃で結

晶シリコン系太陽電池の変換効率は 22.5% 減少対する同

社の CIGS 太陽電池は 13% の減少、CIGS が有利なマーケッ

ト（中東やアフリカ、南米など日射量が多く気温が高い地

域）、劣化について（ミシシッピ州設置の 60 kW システム

で 1 年間で出力低下はなかったと発表）

Stion announces improvement to its CIGS PV modules
http://www.pv-tech.org/news/stion_announces_improvement_to_its_cigs_pv_

modules

参考：台湾の TSMC ソーラー社は CIGS 太陽電池の変換効

率 15.7% を実現ずみ。似たタイプの CIS 太陽電池を製造

している日本のソーラーフロンティア社は 14.6% を達成

している。

8 月の注目記事 ①（2013.8.1 〜 2013.8.15）

単層 MoS2 / 強磁性体コンタクトのショットキー障壁調整
二硫化モリブデン、単層価電子帯での軌道結合とスピン分

裂、スピン寿命の増大と大きなスピンホール角につながる

可能性、二硫化モリブデンにおけるスピン注入とスピン輸

送、二硫化モリブデンと Co コンタクト、ショットキー障

壁の高さが薄い酸化マグネシウム（MgO）の挿入によって

大幅に減少、バックゲートによりキャリア密度を調整し障

壁の高さをゼロに低減、MgO はコンタクト近くでキャリ

ア空乏化を最小限に抑えながらコンダクタンスのミスマッ

チを緩和するトンネル障壁を提供、カリフォルニア大学リ

バーサイド校

Control of Schottky Barriers in Single Layer MoS2 

Transistors with Ferromagnetic Contacts
http://www.citeulike.org/user/jiweihu/article/12446691

光を 100% 反射する鏡を MIT の量子物理学者が開発
マイクロチップを作る材料で構成（シリコン、二酸化ケイ

素、窒化ケイ素）、鏡面に微少な穴を格子状に開ける、本

構造の鏡面に約 35 度の角度から光りを当てると 100% 反

射、量子力学的効果、光以外の波でも同様に反射、PV・レー

ザー技術・光ファイバーなどの分野での応用の可能性

Observation of trapped light within the radiation 

continuum
http://www.nature.com/nature/journal/v499/n7457/full/nature12289.

html 

加工自由な大面積極薄単結晶シリコン
新しいシリコン材料、ウエハスケールで大面積自立極薄単

結晶 Si、Si ウエハの KOH エッチングにより製作、10 〜

サブ 2μm まで均一な厚さ、優れた機械的柔軟性・屈曲性、

スタンフォード大学

Large-Area Free-Standing Ultrathin Single-Crystal Silicon 

as Processable Materials
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nl402230v

リチウム電池用リチウムリッチ層状酸化物でサイクリング
時のマンガンとニッケルの分離と緻密化
マンガン系層状酸化物 Li[LixMnyTM1–x–y]O2、リチウムイオ

ン電池用正極材料として大きな関心、最高の充電可能容

量およびエネルギー密度をもつ、複雑な経時変化、透過

型電子顕微鏡を用いて検討、構造的変化を Cs 修正 STEM 

HAADF イメージング技術により原子スケールで直接観測、

粒子表面近くにニッケルとマンガンとの間の分離を初めて

指摘、電気化学的性能の低下とサイクリング時の材料に発

生する経時変化の間の関係を理解する上で有益、CEA（フ

ランス）

First Evidence of Manganese–Nickel Segregation and 

Densification upon Cycling in Li-Rich Layered Oxides for 

Lithium Batteries
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nl4019275

ステンレス鋼のような界面をもつナノ材料を合成する方法
を考案
ナノ材料の内部微細構造を調整するために新たな合成経路

を開発、鉄ナノ粒子コアを合成した後に化学的に鉄にクロ

ムの薄い膜を堆積（15nm Fe/FeCr）、コア / シェル・ナノ

粒子を 100℃でアニールして鉄 - クロム合金シェルを形成

（コア / 合金）、酸化時にナノ粒子にユニークな挙動、未酸

化鉄芯を残して薄い鉄 - クロム酸化物シェルを形成、シェ

ルからコアを分離してボイドを形成（カーケンダル拡散、

空孔合体）、ナノ材料の形や構造を操作する既存の方法を

変える可能性、シラキュース大学

Chemists develop 'fresh, new' approach to making alloy 
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nanomaterials
http://phys.org/news/2013-08-chemists-fresh-approach-alloy-nanomaterials.html

コロイド安定性とシリコンナノ結晶のドーピングのために
超原子価表面相互作用を活用
オプトエレクトロニクスのための量子閉じ込め薄膜、費用

対効果の高い溶液ベースの堆積法、ナノ結晶表面を終了さ

せるリガンドへの対処（リガンドは膜中の電荷キャリアの

移動を妨げる）と導電膜が堆積された後に困難なドーピン

グ、ハードドナー分子との超原子価相互作用に携わるシリ

コンの能力を活用、塩素で Si ナノ結晶表面を終端、超原

子価相互作用がシリコンナノ結晶のドーピングとコロイド

安定性を提供、ナノ結晶表面のルイス酸性を調節すること

でコロイド安定性と電荷移動ドーピングのための手段とし

て超原子価相互作用を実証、ミネソタ大学

Hypervalent surface interactions for colloidal stability and 

doping of silicon nanocrystals
http://www.nature.com/ncomms/2013/130729/ncomms3197/full/ncomms3197.

html

ソーラー水素製造にブレークスルー、新しい人工光合成デ
バイスを開発
フォトアノードはタングステン原子を少量添加した金属酸

化物バナジン酸ビスマス（BiVO4）、安価なコバルトリン酸

塩触媒でコーティング、陽極としての金属酸化物は太陽電

池の腐食を防止、最大の課題は BiVO4 膜内の電荷の効率的

な分離、 BiVO4 フィルムにタングステン原子を添加して電

荷キャリアの再結合速度を上げる、タングステン原子を配

布する方法を開発、繰り返し導電性ガラス上に異なるタン

グステン濃度のビスマスバナジウムタングステン溶液を噴

霧、約 300nm 厚の非常に効率的な光活性金属酸化物膜を

作成、入射光子の 80％以上が寄与、太陽光の 5％を水素

として格納、100m2 のセルは日照 1 時間で水素エネルギー

3kWh を格納、ヘルムホルツセントラムベルリン、デルフ

ト工科大学

The best of two worlds: Solar hydrogen production 

breakthrough
https://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=13764;sprache=en;=3228

超伝導体の物質設計に道を開く新たな理論計算手法の開発 
物質中の電子集団の振動が高温超伝導発現の起源になりう

ることに着目、超伝導密度汎関数理論に電子集団の振動を

因子として追加、本理論により圧力下の Tc が正確に評価

されることを確認、高温超伝導体の Tc の予言に適用でき

る新理論計算手法の精度を実証、東京大学
http://www.jst.go.jp/pr/announce/20130731/index.html

他の技術をしのぎ続ける太陽と風力エネルギーの成長
2012 年に世界で PV 消費は 93TWh に到達（58% 増）、風

力発電消費量は 521TWh（18％増）、再生可能エネルギー

分野での投資の中心は PV と風力、2012 年のソーラー投

資は合計 1404 億ドル（前年比 11％減）、風力発電の投資

は 800.3 億ドル（前年比 10％減）、Worldwatch Institute

レポート

Growth of Global Solar and Wind Energy Continues to 

Outpace Other Technologies
http://www.worldwatch.org/growth-global-solar-and-wind-energy-continues-

outpace-other-technologies-0

スポット価格にほとんど影響を及ぼさない中国のポリシリ
コン関税
中国の輸入関税は米国に対し 53 〜 57％・韓国に対し 2.4

〜 48.7％、中国の PV モジュールに適用された同様の関税

への報復措置、要因（米国・韓国のサプライヤ利用できる

抜け穴があること、中国の主要な国外サプライヤである韓

国にとって実質的には無視できる措置）

China’s polysilicon tariffs to have little effect on prices: IHS
http://www.pv-tech.org/news/chinas_polysilicon_tariffs_to_have_little_effect_on_

prices_ihs

ペロブスカイトを色素として利用した太陽電池の高効率の
理由を究明
ペロブスカイトを吸着して 9% 以上の高効率薄膜太陽電池

を世界で初めて開発、有機色素の 2 倍程度の高効率、既

存の太陽電池技術のパラダイムを変える次世代太陽電池技

術、高効率の理由（ペロブスカイト CH3NH3PbI3 を色素

として使用する場合 n- 型、p- 型に電荷分離、ペロブスカ

イト光吸収物質が光電荷を蓄積、インピーダンスを利用し

て究明）、成均館大

Mechanism of carrier accumulation in perovskite thin-

absorber solar cells
http://www.nature.com/ncomms/2013/130731/ncomms3242/full/ncomms3242.

html

細胞用のナノスケール温度計
1℃未満の温度分解能、生細胞に組み込み可能、ダイヤモ

ンドナノ結晶中の窒素空孔色中心の量子操作を利用、窒素

空孔色中心は単一電子スピンを持ち局所温度に敏感に依存
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する特定の蛍光特性を示す、200nm という空間分解能で

温度を正確に測定可能、1 個のヒト胚性繊維芽細胞にナノ

ダイヤモンドと金ナノ粒子を導入して細胞より小さいレベ

ルで温度勾配の制御とマッピングを実証、ハーバード大学

Nanometre-scale thermometry in a living cell
http://www.nature.com/nature/journal/v500/n7460/full/nature12373.html

DNA- グラフェンハイブリッド物質で白金触媒の性能を 3
倍向上
ハイブリッド物質の上に 1nm の大きさの微細な白金粒子

を均一に分散させた複合体物質を合成、触媒反応が起きる

表面積を拡大、燃料電池の白金触媒の性能を 3 倍以上向上、

1 万回の触媒酸化還元反応テストで初期活性の 95% 維持

を確認、浦項工科大学

Stable platinum nanoclusters on genomic DNA–graphene 

oxide with a high oxygen reduction reaction activity
http://www.nature.com/ncomms/2013/130731/ncomms3221/full/ncomms3221.

html

補足：これまでにも微細な白金粒子で表面積を増加させ白

金触媒の活性度を高めようと試みられてきたが、極微細の

ナノ粒子を均一に分散させるのが難しく、粒子間のくっつ

き現象を解決することができなかった。粒子は小さいほど

表面積が大きくなり、互いにくっつきやすくなる傾向が強

くなる。これを克服するために白金イオンが DNA 鎖のリ

ン酸バックボーン塩基と強く結合する性質を利用した。表

面積が広いグラフェン酸化物に DNA 鎖を結合させて DNA

が互いにからまるのを防いでハイブリッド物質を作り、こ

れに白金塩化物と還元剤を添加して微細な白金ナノ粒子

がハイブリッド物質の上に均等に分散した状態で付着させ

た。球形の活性炭素の上に 2 〜 4nm の大きさの白金粒子

を分散させていた従来の方法より粒子の大きさを半分以下

に縮小した。

LBNL、2 次元半導体の光吸収で単純な法則を初めて論証
膜厚、モデル材料系として光学的に透明な基板フッ化カ

ルシウム上に転写された厚さが 3 〜 19nm のインジウム

砒素膜を使用、バンド構造及び厚さの関数として光吸収特

性を測定、バークレー研究所のフーリエ変換赤外分光法

（FTIR）機能を測定に使用、ステップあたり約 1.7％の AQ

値とインジウム砒素膜から各遷移における離散段階的増加

を観察、インジウム砒素薄膜で段階的吸収率の大きさは厚

さと詳細なバンド構造に無関係であることを発見、2D 半

導体や量子井戸の光学特性に新たな洞察を提供しエキゾ

チックな新しい光電子およびフォトニック技術への扉を開

く

Researchers discover universal law for light absorption in 

2D semiconductors
http://phys.org/news/2013-07-universal-law-absorption-2d-semiconductors.html

層状グラフェンハイドロゲル膜を使ったバイオインスパイ
ア二次元ナノ流体ジェネレータ
自己積層し溶媒和したグラフェンハイドロゲル膜（GHM）、

二次元ナノ流体発電機、約 10nm の超大層間隔、選択的に

対イオンを透過し共イオンを排除するグラフェンシートと

の間に詰められた 2 次元ナノキャピラリを形成、電解液の

流れが GHM を通過するとき集積されたナノ流体発電機と

して機能、油圧運動を電気に変換、最大ストリーミングコ

ンダクタンス密度〜 16.8 μA cm-2 bar-1、中国科学院

Bio-Inspired Two-Dimensional Nanofluidic Generators 

Based on a Layered Graphene Hydrogel Membrane
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201302441/abstract

昆虫インスパイア・スーパーゴム、医学での実用化に近づ
く
高品質合成ゴムを陵駕する並外れた天然タンパク質のレシ

リン、レシリンは元の長さの 3 倍に伸びる、伸縮サイクル

を数百万回繰り返えしても弾力性を失うことなく元の形状

に戻る、2005 年に初めてレシリンを合成、実用化に向け

て開発された成果事例（診断での応用を目指した金ナノ粒

子で修正されたレシリン、人間の軟骨のように行動するよ

うに設計された蚊系樹脂、心血管系のアプリケーションの

ためのハイブリッド材料）、デラウェア大学

Insect-inspired super rubber moves toward practical uses 

in medicine
http://www.rdmag.com/news/2013/07/insect-inspired-super-rubber-moves-

toward-practical-uses-medicine

ナノスケール材料の機械的性質、より正確に測定
ナノスケールの成分や材料に対応、標本に圧子先端の実

際の侵入深さを介して硬さを測定するために PNP を設計、

音叉の先端が試料表面に接近すると変形を生じさせること

なく共振周波数をシフトさせるわずかな引力に感応、工業

環境で利用するためには高価で扱いにくい、標準試料を作

成するためにマシンを使用する予定、国立標準技術研究所

（NIST）

Hardness, in depth: New NIST instrument allows 

researchers to test a material's mechanical properties 

more accurately than even before
http://www.nanotech-now.com/news.cgi?story_id=47899
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EU の研究資金、マドリードの経済を後押し
EU の３つの弱点（研究を刺激する資金不足、研究の結

果を活用するための環境欠如、活動と資源の断片化）、

AMAROUT（マドリード地域と欧州研究領域の発展を支援

するプロジェクト、2009 年 3 月〜 2013 年 3 月、総額

916 万ユーロ）、マドリード地方政府の考え（AMAROUT

は世界クラスの研究センターに地域を変化させるための

鍵）、総合研究大学院大学マドリード研究所にリンクされ

た国際研究センターでプロジェクト構築、国際的な頭脳集

団（中国、キューバ、インド、メキシコ、ペルー、米国、

欧州）、後継プロジェクト AMAROUT-II（2012 〜 2016 年、 

EU は 500 万ユーロを提供）

EU research funding provides boost to Madrid's economy
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_NEWS&ACTION=D&SESSION=&R

CN=35935

パワーデバイス市場で主導権を握りたい日本
パワーデバイス市場の売上高が毎年 2 桁成長（IHS の予測）、

遅れている高耐圧パワーデバイスの標準化、大規模システ

ムでは高電圧・大電流が必要で評価方法や標準化はまだ制

定されていない、パワーデバイス・イネーブリング協会

（PDEA）設立、未開拓の高電圧・大電流のパワーデバイス

市場

Japan to Form Power Device Initiative
http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1319102&

相変化複合材の電 - 熱変換変調のために CNT 密度を調整
CNT 分布 / 面密度が一軸圧縮によって調整することがで

きる CNT アレイのカプセル化された相変化複合材料を作

成、n- エイコサン（C20）、高い導電性ナノ複合材料を作

るために多孔質の配列に浸潤、横方向に沿った圧縮歪みに

よって決定される制御された CNT の面積密度を有するマ

トリックスの中に CNT 分散して接続を維持、高い電 - 熱

変換効率を有する高速動作、1V 程度の低い電圧駆動で熱

を格納、CNT の密度の増加による効果（ポリマー結晶性向

上、相変化プロセスを誘導するための電圧を低減）、中山

大学（中国）

Tailoring Carbon Nanotube Density for Modulating 

Electro-to-Heat Conversion in Phase Change Composites
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nl401097d

ソーラーワールド社、米国製モジュールの購入を後押しす
る金融プログラムを拡張
米国製モジュールの購入を奨励する目的のフリーダム計

画の適応に６州を追加、今後数カ月以内にアリゾナ州と

ニューヨーク州にフリーダム計画を拡張する予定

SolarWorld extends US finance programme to boost 

American-made solar
http://www.pv-tech.org/news/solarworld_usa_extends_financing_plan_to_up_

american_made_solar_6787

デュポン社と GD ソーラーが太陽電池技術の研究開発で協
力
目的（システム全体のコスト削減、太陽エネルギーをより

速くより広範に利用することを容易にする、太陽エネル

ギーシステムの電力出力、品質、信頼性を向上させること）、

デュポン社は主要な太陽電池材料を提供

DuPont and GD Solar sign research and development 

agreement
http://www.pv-tech.org/news/dupont_and_gd_solar_sign_research_and_

development_agreement

EC が中国製太陽電池パネルのダンピング解決策を承認
輸入価格設定案承認、EU 加盟国はほぼ満場一致で支持、

正式な法的措置の発効（2013 年 8 月 6 日〜 2015 年末）、

本措置に参加する中国メーカーは反ダンピング関税は免

除、不参加の中国メーカーには 8 月 6 日以降は反ダンピ

ング関税を課税

EU set to publish details of China solar trade deal
http://www.pv-tech.org/news/eu_set_to_publish_details_of_china_solar_trade_deal

「世界の最大の問題」を解決するために太陽を使用する必
要がある
元英国首席科学顧問の G20 諸国への呼びかけ、気候変動

問題を解決するために低コスト太陽エネルギーを開発、最

も説得力のあるソリューションは太陽電池技術、地球を救

うために 原子爆弾の開発や月面に人を送るのと同様の努

力が必要、化石燃料よりも太陽エネルギーは安価、プロジェ

クトの資金調達（アポロ計画の支出と同じなら G20 諸国

が 10 年間にわたり国内総生産の 0.05％を毎年拠出）、ア

ポロ計画もはるかに重要な問題、この問題を解決しないと

地球上のすべての国への影響は甚大 

G20 should use solar to solve ‘world’s greatest problem’
http://www.pv-tech.org/news/solar_can_solve_worlds_greatest_problem_2356
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磁性を持たないパラジウム - コバルト酸化物で巨大磁気抵
抗効果を発見
PdCoO2 単結晶を作製、絶対温度 2K・磁場 14T の条件下

で磁気抵抗効果による電気抵抗の変化量は最大でゼロ磁場

での電気抵抗の値の 350 倍、ローレンツ力に起因する磁

気抵抗効果のモデル計算プログラムを開発、計算で実験結

果を再現、単純金属でも磁気センサーに応用できる可能性

を初めて提示、共同研究チーム（首都大学東京、京都大学、

大阪市立大学、大阪大学、広島大学）

Extremely Large Magnetoresistance in the Nonmagnetic 

Metal PdCoO2
http://prl.aps.org/abstract/PRL/v111/i5/e056601

酸素欠乏のマンガン酸化膜の表面に持続的な金属 - 絶縁体
転移、ORNL の研究者が予期せぬ発見
酸素化学量論は複合酸化物の物理的・化学的特性に大きな

影響を与える因子、触媒反応や電気化学反応は酸素化学量

論の制御に依存、マンガン酸化物薄膜を使って複合酸化

物の本質的な表面特性を解明、膜表面の金属 - 絶縁体転移

（MIT）転移温度は 120 K（酸素欠損膜の小さなクラスター

の強磁性秩序化の発現温度と一致）、非化学量論膜の表面

MIT 転移温度は完全に酸素があるバルクのものと近接、表

面領域における電気的特性はバルク中の酸素欠損に著しく

影響されないことを示唆、複合酸化物およびその界面機能

設計に重要な意味を提示

Persistent metal-insulator transition at the surface of an 

oxygen-deficient, epitaxial manganite film
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2013/nr/c3nr02343e

モナシュ大学、高エネルギー密度グラフェンスーパーキャ
パシタを開発
60Wh/L で既存の商用スーパーキャパシタの 12 倍程度（鉛

蓄電池に匹敵）、多孔性カーボンの代わりにグラフェン電

極を利用、同研究チームの以前の研究成果のゲル状グラ

フェン膜を利用、グラフェンを湿ったゲル状に保つことに

より膜の間に反発力を与えてグラフェン膜同士の再結合を

防止、ゲル状グラフェン膜の製造は工業的規模拡大が容易

で低コスト

Liquid-Mediated Dense Integration of Graphene Materials 

for Compact Capacitive Energy Storage
http://www.sciencemag.org/content/341/6145/534.abst

電気自動車の電池コストが下落
電池システムは 2015 年までに 1 万ドルに下がる（DOE

予測）、米国で上昇している電気自動車の販売が背景に、

EV バッテリーのコストは既に 4 年でほぼ半分に減少、今

年上半期の米国の EV 販売数は 2012 年同期比で倍増、1

月〜6月はプラグイン車で40,000 台、国家eGallon価格（類

似の従来型車両と同じ距離で EV に電力を供給するのに必

要な電気コスト）は 1.18 ドルで 0.04 ドル上昇、平均コス

ト 3.49 ドル /gal のガソリンの 2/3

Electric vehicle battery costs falling
http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/electric-vehicle-battery-costs-fal

ling_100012196/#axzz2b5FUqTd6

モニス長官、コスト削減と技術革新の原動力として新しい
バイオ燃料プロジェクトを発表
バイオ燃料でエネルギー安全保障を向上させ運輸部門の温

室効果ガス排出量を削減する、政権の気候行動計画の重要

な鍵、コスト競争力のある藻類燃料を開発しバイオマス原

料のサプライチェーンを合理化するために 2200 万ドル以

上の DOE の新規投資、産業界と大学との提携

Secretary Moniz Announces New Biofuels Projects to Drive 

Cost Reductions, Technological Breakthroughs
http://energy.gov/articles/secretary-moniz-announces-new-biofuels-projects-drive-

cost-reductions-technological

補足：新規 4 プロジェクト

• ハワイバイオエネルギー社（500 万ドル）

• サファイアエネルギー社（500 万ドル）

• ニューメキシコ州立大学（500 万ドル）

• カリフォルニアポリテクニック州立大学（150 万ドル）

北朝鮮、最先端のナノテクノロジー産業を開発する動き
ハイテク製品生産に向けた動き（北朝鮮国営メディアの報

道）、最近建設された同国のナノテクノロジーセンター（医

学、エネルギー、環境保全、軽工業、農業の促進）、多く

の実用的製品（農業の滅菌、成長促進剤、空気清浄機や靴

を開発した実績、水虫に対処、アルコール飲料）、経済成

長には技術の進歩が不可欠という認識がリーダー陣に拡大

N. Korea moves to develop cutting-edge nanotech industry
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20130802000619

「電子インク」を製造するための新しい方法
非毒性ナノメートルサイズのシリコン結晶から特殊なイン

クを開発、屋根板と同じくらいに安価なソーラセルの実現

に一歩前進、電子インク印刷太陽電池、他の電子機器の様々

な生産コストを下げるための手段としても有効、ミネソタ

州立大学、NREL



61PEN September 2013

New Method For Producing ‘Electronic Ink’ — Solar Cells 

As Cheap As Roof Shingles In The Near-Future?
http://www.simplygreen.co.za/international-news/science-and-technology/new-

method-for-producing-electronic-ink--solar-cells-as-cheap-as-roof-shingles-in-the-

near-future.html

大きな通電容量をもつ WS2 ナノチューブを用いた電界効
果トランジスタ
個々の WS2 ナノチューブに対して高移動度（50 cm2 V-1 

s-1）を示す無機ナノチューブの電界効果トランジスタ、自

由電荷キャリア密度 (1019 cm-3)、大きな電流容量（電流密

度が少なくとも 2.4 × 108cm-2、他の低次元材料に較べて

非常に大きい）、高性能な電子用途のためのビルディング

ブロックを期待、ワイツマン科学研究所（イスラエル）

Field-Effect Transistors Based on WS2 Nanotubes with 

High Current-Carrying Capacity
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nl401675k

国立物理研究所（NPL）、終身会員として GSA に参加
グラフェンステークホルダー協会（GSA）発表、GSA と

NPL はグラフェンとグラフェン対応の技術とアプリケー

ションの責任ある発展を促進するために緊密に協力、GSA

（グラフェンベースの教育、技術協力、学術交流、商業化

による雇用創出を促進するために今年初めに設立、命名、

定義、標準計測および試験方法を開発）

National Physical Labortory joins Graphene Stakeholders 

Association
http://www.nanowerk.com/news2/newsid=31680.php

超高屈折率のカギは常識を覆すガラス構造にあり
屈折率 2.2 を超える無色透明な 2 種類のガラスの開発に

成功、ガラスの原子配列を三次元可視化（ガラス化の要因

と高屈折率の原因を世界で初めて原子レベルで解明）、こ

れまでガラスにならないと考えられていた希土類酸化物

（La2O3）とニオブ酸化物（Nb2O5）のみからなる組成の新

しい 2 種類のガラスの開発に成功、無色透明で 2.1 〜 2.2

という極めて高い屈折率、高エネルギー放射光 X 線と中性

子線による回折実験と計算機シミュレーションを組み合わ

せた構造解析、ガラスに含まれている元素のイオン性が極

めて高くそれらが隙間無く密につまっていることが高い屈

折率の直接的な原因、超高屈折率ガラス開発へ新たな道、

国際共同研究チーム
http://www.spring8.or.jp/ja/news_publications/press_release/2013/130803

原発をめぐる韓国のスキャンダル、日本と類似する共謀の
文化
贈収賄と重要なプラント機器の偽造安全性試験、疑わし

い部品が国内の 23 の原子力発電所の 14 にインストール、

原発企業・サプライヤー・テスト企業間の密接な関係、日

本以上の高度な中央集権的業界、不明なままである調査、

学閥や同郷を重要視する文化の中で固められる談合リン

ク、バイヤーとの関係を潤滑した賄賂の魅力

Scandal in South Korea Over Nuclear Revelations
http://www.nytimes.com/2013/08/04/world/asia/scandal-in-south-korea-over-

nuclear-revelations.html?ref=energy-environment&_r=0

2013 年上半期半導体売上高ランキング、メモリ市場の活
性が影響
地 域 に よ る 明 暗、 好 調 は 南 北 ア メ リ カ で 前 年 同 期 比

10.6％増、日本は 20.8％減の大幅減、価格上昇傾向が続

いたメモリを扱うメーカーが軒並み売上を回復、トップ

20 社のうち受託製造専業メーカーは 3 社、ファブレス企

業は 4 社、本社所在地別では米国 8 社・日本 4 社・欧州

3 社・台湾 3 社・韓国 2 社、対前年比成長率ランキングは

SK Hynix・Qualcomm・MediaTek・TSMC の 上 位 4 社 が

急成長、Intel や AMD のような PC 市場に大きく依存する

企業は対前年比で売上高減少、半導体売上高ランキングで

2 位の Samsung Electronics が首位の Intel を追う位置、IC 

Insights 調査

Memory Surge Shakes Up Chip Vendor Ranking
http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1319142&

破壊的な剪断力に応答する合成ポリマーのメカノケミカル
強化
ポリマー中の破壊的結合切断反応を引き起こす高剪断力が

ポリマー主鎖に沿ってメカノフォアで非破壊的反応を促進

することを発見、メカノケミカル反応はそれ以外の破壊的

な剪断力を受けるポリマーを強化するよう使用できること

を実証、ポリブタジエンは外力の影響を受けて開環反応を

起こすメカノフォアであるブロモシクロプロパン（C3H5Br）

で官能化、機械的活性化はカルボン酸との求核置換反応に

よりその場で架橋されるアリル臭化物を生成、架橋は溶媒

和システムおよびバルク材料の両方の剪断力によって効率

的に活性化、これらの分子レベルでの応答とポリマー特性

に与える影響は材料設計のために有用、デューク大学、陸

軍研究所、ノースカロライナ州立大学

Mechanochemical strengthening of a synthetic polymer in 

response to typically destructive shear forces
http://www.nature.com/nchem/journal/vaop/ncurrent/full/nchem.1720.html

参 考：Force-induced activation of covalent bonds in 
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mechanoresponsive polymeric materials
http://www.chem-station.com/blog/2009/06/post-92.html

食品の安全性や品質の向上を目指す欧州
EU は 食 品 検 査 方 法 を 開 発 す る 新 プ ロ ジ ェ ク ト

FATAUTHENTICATION に約 17 万ユーロ投入、食品・飼料

に使用される脂肪・油脂製品の認証、オランダの農業研究

サービス財団が主導、食品・飼料の認証ができる特定の化

学マーカーを同定、特定の脂肪の識別分類のプロファイル

を開発、複雑な統計的手法により新統計モデルを開発し試

験結果を分析、脂肪酸フィンガープリントデータを収集し

分類モデルを開発、エキストラバージン・オリーブオイル

を認証するためにケモメトリックスと組み合わせたプロト

ン移動反応質量分析計（PTR-MS）による試験、単一品種

のオリーブオイルの認証のためのモデルを開発し検証

Improving safety and quality of food
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_NEWS&ACTION=D&SESSION=&R

CN=35938

JA ソーラー、多結晶太陽電池の発電効率 18.3％を記録
標準型多結晶太陽電池（156 × 156mm）、揚州光電製品

試験所で検証、シリコンの品質を向上するための R&D の

成果（鋳造多結晶中の転位密度を低減、ウエハプロセスの

改善）

JA Solar pushes multicrystalline solar cell to record 18.3% 

efficiency
http://www.pv-tech.org/news/ja_solar_pushed_multicrystalline_solar_cell_to_

record_18.3_efficiency

貿易紛争交渉、EU 官報で EC の妥協の内容を発表
EC は中国のモジュール・セルに関する貿易紛争を解決（2

日）、EU の 3 日付官報で 8 月 6 日発効の EC の妥協の詳細

を発表、最小価格決定のプロセスは不透明で公表なし、2

日の報道（EU への輸出最大枠 7GW、0.56 〜 0.57 ユーロ

/W）、商工中国商工会議所の役割（最低価格協定に合意し

ている中国メーカーのコミットメントを整理、監視）

EU journal spotlights trade case
http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/eu-journal-spotlights-trade-

case_100012261/#axzz2b9445HAQ

アジアのライバル企業に漁夫の利
EU の中国製パネルへの反ダンピング措置、台湾・韓国の

ソーラメーカーは中国の価格を下回る製品を欧州に提供す

ることができると予測（IHS）、中国製品は依然として欧州

のメーカーが対抗できないレベルで競争することができる

Asian rivals might undercut Chinese in the EU
http://www.pv-magazine.com/news/#axzz27oHZjaKJ

PV の変換効率アップにホットエレクトロン、焦電効果を
利用
理 論 上 の 最 大 の 太 陽 光 変 換 効 率（33.7 ％、Shockley-

Queisser 限界）、その仮定（1.34 eV のバンドギャップを

持つ単一の p-n 接合、光子で余分なエネルギーが失われ

る）、新興の Ultrasolar 社の目標（焦電効果を利用して失

われたエネルギーを回収）、より多くの光を吸収する太陽

電池（振動磁場が孔からより多くの電子を分離し、電子と

正孔の移動度、および変更のバンドギャップを増加）、焦

電効果は太陽電池の電極にホットエレクトロンを引き寄せ

て 20％以上の電力を取り出す、熱の形でエネルギーを失

う前にホットエレクトロンを捕捉、ホットキャリアの到達

に量子井戸を使用、焦電デバイスがソーラーパネルに適用

され強力なパルス電界を生成、高電界のためギガヘルツ高

速発振器を製造するためにガラス基板上にセラミック・ペ

ロブスカイトを堆積、デバイスは UL の試験を完了し太陽

電池パネルメーカーによってテスト中、スタンフォード大

学、ニューサウスウェールズ大学

Ultrasolar Exploits Hot Electrons, Pyroelectric Effect to 

Enhance PV
http://www.greentechmedia.com/articles/read/Ultrasolar-Exploits-Hot-Electrons-

Pyroelectric-Effect-to-Enhance-PV

イラン、セルフ・クリーニング機能を持つ繊維開発に向け
て前進
銀とジルコニウムをドープした二酸化チタンナノ粒子をポ

リアクリロニトリル繊維上に合成、光触媒セルフ・クリー

ニング特性を有する繊維、光触媒特性を向上させるナノ粒

子の合成（Ag-Zr-TiO2）、ギーラーン大学（イラン）

Iran Produces Self-Cleaning Coatings for Textile Industries
http://www.nanotech-now.com/news.cgi?story_id=47929

自然を模倣、マイクロ流体再生機能を持つ有機色素太陽電
池システム
光活性分子の光駆動劣化（有機色素系太陽集光デバイスの

信頼性を損なう障害の一つ）、解決策として葉の再生機能

を模倣、デバイス（水ベースのゲルコア電極と光を捕捉し、

電流を発生させる安価な感光性の有機色素分子からなる色

素増感太陽電池）、マイクロ流体再生機能、埋め込まれた

チャンネルのハイドロゲル媒体は対流拡散メカニズムによ
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り光活性試薬を迅速かつ均一に供給、色素増感太陽電池シ

ステムにおける有機成分の交換が可能、劣化後のデバイス

の反復回復を確認、ノースカロライナ州立大学

Regenerable Photovoltaic Devices with a Hydrogel-

Embedded Microvascular Network
http://www.nature.com/srep/2013/130805/srep02357/full/srep02357.html

ナノテクノロジーリスクに関する NII ワークショップ
国家ナノテクノロジー戦略（NNI）ワークショップ 2013（9

月 10 〜 11 日、ワシントン D.C.）、リスクマネジメントと

リスクコミュニケーション、ナノテクノロジーの責任ある

開発をサポート、公共のリスク認知とコミュニケーション、

小規模企業のニーズ、大企業の責任ある開発

Registration open for NNI workshop on nanotechnology 

risks
http://www.nanowerk.com/news2/newsid=31701.php

ソーラー革命が起きつつあるオーストラリア
国の気候変動委員会の調査、人口の 11％（260 万人）が

PV 技術を利用、オーストラリアでの屋上 PV 設備数（2007

年の 8000 から現在の 100 万に上昇、PV 設備設置の割合

が最も高いのは農村部（53％）、最も重要な要因はコスト

の低下、PV は 2050 年までに国のエネルギー需要の 29％

を提供

Austral ia undergoing solar ‘revolut ion’ :  Cl imate 

Commission
http://www.pv-tech.org/news/australia_undergoing_solar_revolution_climate_

commission

日本での住宅用 PV 補助金申請件数、前年同期比で大きく
減少
既築が大幅に減少、4 〜 6 月の申請件数は約 39,000 件（前

年同期比約 30% 減）、新築が約 14,000 件（約 16% 増）、

既築は 25,000 件（同約 43% 減）、平均システム価格（新

築 403,000 円 /kW、既築 449,000 円 /kW）
http://www.j-pec.or.jp/information/doc/pdat_uketsuke_20130801.pdf 

米国の風力発電市場の記録的な成長
DOE 報告（２件）、2012 年に米国で追加導入された電力

のうち最も多かったのは風力発電、新規追加分の 43％、

投資額は 250 億ドル、米国は世界最大で最も急速に成長

している風力発電市場、第１期のオバマ政権下で風力・

PV は倍増、新オバマ政権は 2020 年までに風力発電のよ

うな再生可能エネルギー発電を更なる倍増を公約、米国の

雇用に直結、2012 年風力技術市場レポート（DOE、LBNL

発表）、米国の風力発電市場の最新動向、国の累積インス

トール風力発電容量は 2000 年以来 22 倍以上に増加

U.S. Wind Energy Production and Manufacturing Reaches 

Record Highs
http://energy.gov/articles/energy-dept-reports-us-wind-energy-production-and-

manufacturing-reaches-record-highs

サムスン、三次元垂直セル構造 NAND 型フラッシュメモ
リの量産を開始
業界初の 3 次元垂直 NAND（V-NAND）フラッシュメモリ

の量産開始を発表、新しい V-NAND（3D 電荷トラップフ

ラッシュ技術と 3D セル配列をリンクする垂直配線プロセ

ス技術をベースに同社独自の縦型セル構造）、単一チップ

に 128 ギガビットの密度を提供、20nm のクラスの平面

NAND フラッシュの倍スケーリングをオーバー、新しい

V-NAND の最も重要な技術の一つ（同社独自の垂直配線プ

ロセス技術、特殊なエッチング技術を使用して穴を開ける、

垂直方向に最大 24 のセルを積層）

Samsung Starts Mass Producing Industry’s First 3D 

Vertical NAND Flash
http://www.samsung.com/us/aboutsamsung/news/newsIrRead.do?news_

ctgry=irnewsrelease&news_seq=21467

電池のデザイン、整列した CNT のおかげで弾みがつく
充電式リチウムイオン電池用の新しい柔軟なナノスキャ

フォルドを作成、リチウムイオン電池で用いられる黒鉛

複合体よりもはるかに大きなエネルギー貯蔵容量を有する

材料、シリコンでコーティングされた CNT の端と端をつ

なげて並べ一方向に整列したシートを製造、大きなエネル

ギー容量を必要とする電気自動車用電池からの需要、ノー

スカロライナ州立大

Battery design gets boost from aligned carbon nanotubes 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-08/ncsu-bdg080613.php

NSF、最先端のナノ材料を開発に研究費助成
自己複製可能な新しい構造・材料の作製の可能性を秘める

プロセスを開発、4 年間の助成（カリフォルニア工科大学、

ニューヨーク大学、200 万ドル）、エンジニアリングイノ

ベーションプログラムの自己組織化システムの統合のため

の折り紙デザインの一環、先端材料・バイオ燃料・工業製

品の改善が期待できる最先端のナノ材料を開発、革新的な

性質をもつバイオミメティック材料の開発、自己複製・進

化・三次元構造をもつ分子、折り紙の技を使って DNA 誘
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導自己組織化を組み合わせることにより大きさが 1m の

10 億分の 1 の三次元構造を採用、自己組織化 DNA ナノ構

造とその折り紙の折り目を指示するためのアルゴリズムを

開発するためにグラフ理論と折り紙の数学ツールを採用

New NSF grant to develop cutting-edge nanomaterials
http://www.nanowerk.com/news2/newsid=31714.php

PV 設備の土地利用必要条件に関する報告書、土地利用の
推定に有効
NREL、“ 米国における PV 設備のための土地利用必要条

件 ”、インストールされている PV の 72％と建設中のデー

タを収集、年間 1GW/h を発生させる固定チルト PV プラ

ントの平均で太陽電池パネルのために 2.8 エーカーを必

要（1,000 軒の電気のすべてを提供する PV 設備は 32 エー

カーの土地を必要）

New report firms up land-use requirements of solar
http://www.nanowerk.com/news2/green/newsid=31723.php

Cima NanoTech 社、高性能な EMI シールドフィルムを発
表
超低表面抵抗を持つ新しい軽量で薄い EMI シールドフィ

ルム、低抵抗（1ohms/sq 以下の超低表面抵抗による優れ

たシールド性能、30MHz と 1.5GHz の間に 45 〜 55 デシ

ベル減衰）、高透明性と色の中立（最大 75％の全透過率）、

非モアレ（独自のナノ粒子分散液でモアレの問題を克服、

膜の表面にランダムなネットワークパターンを形成）、ア

プリケーション（防衛関連機器、産業用ディスプレイ、耐

久コンピュータなど）、IEEE EMC 2013 シンポジウムでサ

ンプル展示 

Cima NanoTech Launches Ultra Low Resistance SANTE 

EMI Shielding Film for Transparent, Lightweight and 

Thinner EMI Shielding
http://www.nanotech-now.com/news.cgi?story_id=47944

EU プロジェクト GLOBAL-IQ、気候変動のコストと社会へ
の広い影響を評価
環境への人間の影響は複雑で大きい、人口は 2050 年まで

に 26％増加（約 90 億人に）、グローバルな変化（社会、経済、

環境）への効率的な対応は益々重要に、GLOBAL-IQ（2011

〜 2014 年、資金 270 万ユーロ、変化の影響の定量化）、

社会に対する気候変動の社会経済的影響を評価、可能な緩

和と適応戦略の費用と便益性、経済影響評価（健康状態、

設備、人口、土地利用、水、エネルギー、貿易、運輸など

の分野をカバー）

Assessing the cost of climate change and its wider impact 

on society
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_NEWS&ACTION=D&SESSION=&R

CN=35950

透明で柔軟な全カーボン集積回路を実現
集積回路（リング発振器や各種論理ゲート、SRAM）を

CNT のみで作成、ゲート絶縁膜には 680nm 厚のアクリ

ル樹脂、CNT 薄膜トランジスタでの移動度 1027cm2/Vs、

ON/OFF 比 105、ナノ構造への電界集中効果を利用し 5V

でのデバイス動作を実現、世界初、名古屋大学、アールト

大学（フィンランド）

Mouldable all-carbon integrated circuits
http://www.nature.com/ncomms/2013/130806/ncomms3302/full/ncomms3302.

html

イスラエルで最大の太陽光発電所の商業運転が開始
サンパワーイスラエル社、発電施設はガザの 10km 東ネ

ゲブ砂漠の Mivtahim 開拓地の近く、発電規模は 10MW

（25ha、年間発電量 22GWh、周囲の 3,000 の住宅に供給）

Largest PV plant in Israel officially opens
http://www.pv-tech.org/news/ceremony_held_to_inaugurate_10mw_plant_in_israel

参考：イスラエルは 2009 年に 2020 年までに再生可能エ

ネルギー源から国のエネルギーの 10％を生産する目標を

設定。しかし、2012 年 12 月時点で、イスラエルのエネ

ルギーのわずか約 1％を再生可能なエネルギー源で賄う程

度で、本格的な軌道に乗っていない。

GE、薄膜技術を First Solar 社に売却
米国ゼネラル・エレクトリック（GE）は薄膜太陽電池分野

で First Solar 社と提携、GE が持つ関連技術を First Solar

社に売却、GE はコロラド州で計画していた自前の太陽電

池工場の建設計画を撤回、GE が太陽電池モジュールを

First Solar 社から調達、First Solar 社が GE から電力変換

装置を調達することでも合意

First Solar acquires GE thin film technology unit
http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/first-solar-acquires-ge-thin-film-

technology-unit_100012279/#axzz2bQYEybxw

参考：太陽電池市場は供給過剰による価格下落に、最大市

場の欧州の需要減が重なり、メーカーは各社とも苦戦。GE

と First Solar 社が手がける薄膜系太陽電池はもともと価格

の安さが強みだったが、業界で主流の結晶シリコン系が値

崩れした結果、コスト競争力が低下した。
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フランス政府、ナノテクノロジー R&D プログラムへの投
資を拡大
Nano2017 プ ロ グ ラ ム、5 年 間（2013 〜 2017 年 ） の

R&D プログラムに 6 億ユーロ投資、研究は 3 つの主要な

領域に焦点（低電力、高性能プロセシング、次世代イメー

ジング）、プログラムを率いるのは ST マイクロエレクトロ

ニクス社、パートナー（LETI 研究所、大学、機器メーカー

や中小企業を含む 130 機関）、5 年間の助成金は 35 億ユー

ロの予定、フランス政府からの初期投資 6 億ユーロ、欧州

から 4 億ユーロ、ST から 13 億ユーロ

France expands investment in nanotechnology
http://www.rsc.org/chemistryworld/2013/08/ayrault-invests-nanotech-france-

nano2017

参考：フランス政府は 2013 年 5 月、研究、技術移転、イ

ノベーションのための戦略的アジェンダ ｢フランス・ヨー

ロッパ 2020」を発表
http://www.ambafrance-jp.org/IMG/pdf/AgendaStategique02-07-2013-

EnglishLight.pdf

垂直方向に整列した CNT-Si フォトダイオード
垂直方向に整列した CNT アレイ上に薄膜シリコン p-i-n の

ナノピラーからなるフォトダイオード、電界増強効果を利

用、良好な集光によるフォトダイオードの動作電圧の低減

と光結合の応答時間の向上、幅広い用途（コンピュータ断

層撮影、粒子検出、高分解能・高フレームレートフラット

パネル撮像システムなど）、ケンブリッジ大学

Vertical CNT-Si Photodiode Array
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nl401636v

RUSNANOPRIZE、ロシアにおける新たな技術が明らかに
ロシアナノテクノロジー協会による RUSNANOPRIZE 賞

2013、優れた商業化事例、国内の成功事例が最も重要、

成功事例紹介（広範な製造施設と世界的な販売を持つ 2 つ

の企業、いずれも科学センターと工業学校の研究に基づい

ている）、合成ダイヤモンド（高強度 X 線用のブラッグミ

ラー）、導電性ダイヤモンド（材料試験機器）

RUSNANOPRIZE nomination process reveals emerging 

technologies in Russia
http://www.nanowerk.com/news2/newsid=31757.php

シリコンでも部分拡散
シリコンの超高速レーザー誘起溶融につながる微細プロセ

ス、大規模な第一原理分子動力学シミュレーション、液体

になる前に原子は大きな分子からなる混雑した流体中に観

察（部分的に拡散）、シリコンでも同様な現象が発生する

ことが判明、カッセル大学

Fractional Diffusion in Silicon
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma201302559/abstract

First Solar 社、2014 年末から結晶シリコンセルを生産開
始
2014 年末開始、2015 年から生産拡大、市場の半分以上

を占める分散型住宅には高効率な結晶セルが適している

と判断、CdTe 技術は住宅や小規模商用には不向き、First 

Solar 社の新製品の最初のターゲット市場として日本を示

唆

First Solar to manufacture new crystalline silicon line from 

end of 2014
http://www.pv-tech.org/news/first_solar_to_manufacture_new_crystalline_silicon_

line_from_end_of_2014

中東・北アフリカで活況を呈する PV
中東・北アフリカ（MENA）地域の再生可能エネルギー調

査レポート、2.3 GW の現在のパイプラインにより PV は

その大きな可能性と継続的な技術コストの減少によりに

急速な成長を経験、水力発電は支配的位置を継続、非水

力再生可能エネルギー発電は 2008 〜 2011 年に倍増し約

3TWh に到達、風力発電が非水力再生可能エネルギーの最

大のエネルギー源、PV は最も高い平均年間成長、太陽熱

温水加熱技術も普及、国内外の石油・ガス会社が MENA

地域のソーラー市場に参入、2008 〜 2011 年の PV 発電

量の年平均成長率は少なくても 112％、全 21MENA 諸国

が電力需要を満たすために PV を使用、2012 年末までに

風力発電からの電力を生産しているのは MENA 諸国のわ

ずか 40％、2030 年までに MENA 地域におけるインストー

ル再生可能電力容量目標値は 107 GW

Report signals PV boom in the Middle East and North 

Africa
http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/report-signals-pv-boom-in-the-

middle-east-and-north-africa_100012330/#axzz2bQYEybxw

オバマ氏の SunShot イニシアティブ、将来の大きな夢に
挑戦
SunShot イニシアティブ（PV 価格を削減する米国のプロ

グラム）、2050 年までに手が届きそうな二酸化炭素排出削

減と安価な電気、オバマ政権が化石燃料からの脱出を早め

るために挑戦している最も重要な政策（PV 価格が 2020

年に 2010 年比で 75％低下、2050 年に北アメリカ西部の

電力の 3 分の 1 を賄う）、カリフォルニア大学バークレー
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校教授 Kammen 氏「惑星の保存は僅かなコストで可能か

もしれない」と評価

Obama’s Solar SunShot Could Deliver Big-Time
http://www.greentechmedia.com/articles/read/obamas-solar-sunshot-could-deliver-

big-time

コーネル大、ワンステップで階層的な多孔性ポリマーを作
成
スピノーダル分解と中間相分離を利用するコーネル大学の

方法、小さな分子添加剤とブロックポリマーの間にスピ

ノーダル分解の組み合わせを含む、2 成分（ポリスチレン

- ブロック - ポリエチレンオキシド（PS-b-PEO）とオリゴ

マー PEO（o-PEO）を溶媒中で混合し蒸発させる、添加剤

が水溶性であるため得られた膜を水で洗浄するだけでミク

ロンスケールの細孔（スピノーダル分解部から）、ブロッ

ク共重合体のドメインから添加剤を除去することによりナ

ノスケール細孔を作成

Porous polymers made simple
http://nanotechweb.org/cws/article/tech/54293

冷遇の正方形タイルパターン、自己組織化プロトコルを利
用して分子レベルで作成
ヨハネス・ケプラー以来数学者を魅了してきたテッセレー

ションパターン、ナノ構造の誘導自己組織化でケプラーの

タイル貼りをうまく扱う、金属原子に別個の結合を表現す

るために官能基を備えた有機分子を真空下で滑らかな銀基

板上に堆積、有機層はランタニドセリウムの原子流束にさ

らす、セリウム原子の一定割合で自己組織化が生み出した

対称的な複雑な 2 次元パターン、走査型トンネル顕微鏡

で識別（セリウム - リガンドの調整ユニット、全体で 1nm

未満の繰り返し、5 頂点接続）、カールスルーエ工科大学、

ミュンヘン工科大学

Molecules Form 2-D Patterns Never Before Observed: 

Nanoscience Experiments Produce Elusive 5-Vertex Tilings
http://www.sciencedaily.com/releases/2013/08/130808123823.htm

1 〜数原子層の WS2 と WSe2 薄片のラマン散乱について考
察
特性 A1g および E1

2g フォノンモードの厚さ依存性、層数の

増加と共に A1g は強まり E1
2g は弱まる、一般的な振舞いは

二硫化モリブデンの場合と似ているが A1g および E1
2g ピー

クの厚さ依存シフトは WS2 や WSe2 よりはるかに小さい

（大きな原子質量に起因）、WSe2 での A1g および E1
2g モー

ドは多層で周波数の違いは僅かで単一層では縮退、一部の

マルチフォノンバンドは単層には存在しないが多層で活性

化（低周波数モードからの貢献を示唆）、これらの機能は

単層の迅速かつ明確な識別を可能にする、シンガポール大

学

Lattice dynamics in mono- and few-layer sheets of WS2 

and WSe2
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2013/nr/c3nr03052k

オレゴン州立大、シリコンナノ構造の大量商業生産を可能
にする化合物を同定
熱スカベンジャーに塩を使用、マグネシウム熱還元反応に

よる熱捕集、塩化ナトリウムとマグネシウムを珪藻土と混

合、801℃に達したとき塩は溶融しプロセス中の熱を吸収、

化学の基本コンセプト（液体中の固体の融解は熱を吸収）

によりナノ構造の壊れを守る、低コストで大量に高品質の

シリコンナノ構造体の製造を可能に、シリコンとゲルマニ

ウムはこのプロセスでナノポーラス複合材料を作成するこ

とを確認、溶融塩は水に溶解することによって洗い流すこ

とができ再循環して再び使用可能

Common table salt could significantly reduce cost of 

nanotechnology fabrication
http://www.nature.com/srep/2013/130717/srep02222/full/srep02222.html

Apple 社のチップ製造戦略におけるシフト、半導体ファウ
ンドリ事業を後押し
中核半導体生産をサムスンから専業ファウンドリに移行、

チップ受託製造市場の成長を後押し、専業半導体ファウン

ドリ市場の 2013 年売上高は前年比 21％上昇（HIS 予測）、

専業ファウンドリの大手（台湾セミコンダクターマニュ

ファクチャリングとユナイテッド • マイクロエレクトロニ

クス）、簡単に専業ファウンドリへの移行を可能にした理

由（Apple 社はすでに独自のデザインを持って作られてお

り、チップの IDM を必要としない）、ファウンドリサプラ

イヤーの将来の脅威とリスク（世界経済動向）

Apple’s shift in chip manufacturing strategy boosts 

semiconductor foundry business
http://www.electroiq.com/art icles/sst/2013/08/apple-s-shift - in-chip-

manufacturing-strategy-boosts-semiconductor-foundry-business.html

参考：Integrated Device Manufacturer（IDM）とは、自社

内で回路設計から製造工場、販売までの全ての設備を持つ

垂直統合型のデバイスメーカーのこと。
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DRAM の平均販売価格は 2013 年に 40％アップ
DRAM 市場は 2013 年に 337 億ドルに到達（年間成長

率 28％）、パソコン出荷台数は 2013 年に比べて減少、

DRAM の 3 大サプライヤー（サムスン、SK ハイニックス、

マイクロン）、4G バイトの DRAM モジュールの平均価格

は 23.50 ドルから 27.25 ドルに（第 2 四半期に 16％増）、

韓国メーカーの第 2 四半期市場シェアに 62.7%、市場調査

会社 IC Insights による予測

DRAM Prices to Rise 40% in 2013
http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1319166&

癌の早期診断のために先進的なナノテクノロジーを活用
EU の NAMDIATREAM プロジェクト、ナノテクノロジー

ベースのツールキットを開発、バイオマーカーの検出とイ

メージング、22 のパートナー（EU 各国およびスイスから）、

トリニティ・カレッジ・ダブリンがプロジェクトを統率

Advanced nanotechnologies for diagnosing cancer
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_NEWS&ACTION=D&SESSION=&R

CN=35958

2013 年上半期の中国の太陽電池輸出額、前年同期比 31%
減
輸出総額（65 億 2200 万ドル、前年同期比 31% 減）、日

本向け輸出額が同 4 倍増、EU 向けは同 58% 減、中国機械

電気製品輸出入商会によるまとめ、9 日付中国紙 21 世紀

経済の報道
http://www.jiji.com/jc/c?g=eco_30&k=2013080900515

2050 年までに米国西部の電力の 1/3 を PV で賄う
コンピュータモデル、PV（1 ドル / W）はガス・原子力・

CCS を置き換えてカーボンキャップの導入コストを支払う

ことが可能、SunShot イニシアティブ（1 ドル /W、2050

年までに年間エネルギー節約は 200 億ドル、エネルギー

コストを 14％削減）、PV コストが 1 ドル /W であれば米

国西部の電力の 1/3 を供給可能、カリフォルニア大学バー

クレー校

PV could power a third of western US by 2050
http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/pv-could-power-a-third-of-

western-us-by-2050_100012334/#axzz2bWD3dZ3l

スキルミオンのスピンコントロール、デジタル家電の高速
化を助ける
情報を格納するために全ての磁気スピンが同じ方向に配向

している磁区を使用する現在のディスクには基本的限界、

スキルミオン（磁気渦構造体）として知られる小さな磁気

スピンパターンを制御することに成功、将来の高密度デー

タ記憶技術やナノデジタル電子デバイスに応用、イリジウ

ム結晶表面上のパラジウム - 鉄二重層を検討、磁気モーメ

ントが平面内で約 360°回転する 2D ノット、ハンブルク

大学

Skyrmion spin control could help speed up digital 

electronics
http://nanotechweb.org/cws/article/tech/54300

プロテオミクスとペプチドミクス分析におけるサンプル調
製のための官能化磁性ナノ粒子（レビュー）
機能を追加導入するための磁性ナノ粒子（MNP）の表面

機能化と修飾、多官能 MNP はタンパク質消化及び低濃度

のペプチド / タンパク質の濃縮の効率を大幅に向上、官能

化磁性ナノ粒子がプロテオミクスおよびペプチドミクス分

析における様々なサンプル調製手順に適用、MNP の磁気

コアは質量分析またはゲル電気泳動を使用する場合に感度

を高めるために有利、磁気的性質とその小さな直径、復旦

大学（中国）

Functionalized magnetic nanoparticles for sample 

preparation in proteomics and peptidomics analysis 
http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2013/CS/C3CS60156K

ナノ格子テンプレートを用いたハイスループット長尺ナノ
ワイヤ製造
魅力（高性能フレキシブルエレクトロニクス、生化学セン

サー、フォトニックデバイス、太陽電池、二次電池など）、

必要な長さのナノワイヤを大量生産できる技術を開発、直

徑 20cm のシリコンウエハ基板に光蝕刻工程を利用して目

標とする周期より大きいパターンを形成、この周期を反復

的に減らしてゆく方法で 100nm の超微細線格子パターン

を製造 , このパターンをもとに半導体製造過程で使われる

薄膜蒸着工程を活用して 50nm、最大長さ 20cm のナノワ

イヤを大量製造することに成功、低い生産性・長い製造時

間・物質合成の制約・ナノワイヤ整列などの従来の問題点

を解決、KAIST

High Throughput Ultralong (20 cm) Nanowire Fabrication 

Using a Wafer-Scale Nanograting Template
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nl400209n

冷中性子を利用して物質内部の微量な元素の深さ分布を測
定する装置を開発
研究用原子炉 HANARO で作られた中性子を利用、数マ
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イクロメートルの深さに存在する元素を分析、検出限界

100ppb、半導体やリチウムイオン電池だけでなく遺物の

表面保護など考古学や生命工学などの分野にも活用が可

能、韓国原子力研究院
http://www.pgnkorea.com/news/articleView.html?idxno=907

LDK ソーラー社、23 ドル /kg に回復するまでポリシリコ
ンの生産再開の予定はない
生産コストを下回る価格と競争することは不可能、2012

年第 1 四半期に中国で同社の 2 つの工場での生産を停止、

ポリシリコンの過剰は 2 年以上にわたって業界を混乱（中

小生産者が生産を完全に停止、撤退）、ポリシリコンのス

ポット市場価格（今年初めから価格が低迷を続け先週には

16.3 ドル /kg）、人員カットにより大幅な運用コストを削

減、2013 年に黒字化を目指す

LDK Solar holds polysilicon production until ASP reached 

US$23/kg
http://www.pv-tech.org/news/reports_ldk_solar_holds_polysilicon_production_

until_asp_reached_us23_kg

有機太陽電池、低コスト PV 材料としてペロブスカイトに
注目
ペロブスカイト材料は非常にシンプルで潜在的に非常に

安い材料、最近の効率の増加により注目（3.5％→ 15％）、

英国の Oxford Photovoltaics（スタートアップ企業）が技

術の実用化に取り組む、MIT のレビュー Snaith が資金提

供（440 万ドル、セル効率 20 〜 25％に達する可能性を

予測）、固体材料と液体電解質に置き換えることで従来の

不安定性を改善

Perovskites for dramatically cheaper PV
http://ww:w.pv-magazine.com/news/details/beitrag/perovskites-for-dramatically-

cheaper-pv_100012349/#axzz2bnFvz87h

グラフェン層間で見られる氷の新しい形
新しいタイプの “ 二重層 ” 氷が酸化グラフェンの積層間に

形成、グラフェンと六角形の氷の格子定数がほぼ同じであ

ることで発生、グラフェンと水の結合は非常に弱いが水中

での水素結合が約一桁強いためグラフェンが水の結晶化を

二重層氷に導くマトリックスを提供、層間距離がわずか 0.6 

nm の還元グラフェン酸化物では 1 つの氷層のみ形成、ス

タック間の距離が 0.9nm と大きな還元されていない酸化

グラフェンでは氷の第 2 層が形成できる、官能グラフェン

層間の距離を非常にスムーズに変化させることができると

異なる数の氷の層の形成を簡単に調整可能、ラドバウド大

学ナイメーヘン校（オランダ）、原子レベルのモデルを用

いて得られた成果、グラフェンベースのフィルタ・セパレー

タ、グラフェン触媒及び炭素材料に基づく防錆表面の開発

に役立つ成果、高等科学院（韓国）

New form of ice seen in graphene interlayers
http://nanotechweb.org/cws/article/tech/54312

サボテン粘液で有毒な水を浄化
水から汚染物質を除去するためにウチワサボテンの “ 葉肉 ”

を使用、NSF 支援研究、目的（農村の低所得住民のための

経済的に実現可能な水の浄化方法・システムの開発）、国

境を越えたプロジェクト（南フロリダ大学、2 つのメキシ

コの公立大学、メキシコの環境総合研究所のコラボレー

ション）

Cactus "flesh" cleans up toxic water 
http://www.nsf.gov/news/special_reports/science_nation/cactus.jsp

カチオンによって Mg ナノ粒子と水の反応から H2 の生成
を促進
ナノサイズのマグネシウム粒子と水の反応から H2 を生成、

塩化物による反応促進効果、対応するカチオンの OH 親和

性と強い相関、溶液中の OH- に対して高い親和性を有す

るカチオンの存在により Mg 表面と OH- 種が競い表面の

Mg(OH)2 パッシベーション層の形成を阻害、温和な条件

下でポータブル H2 生成にシンプルで効果的な方法を提供、

H2 生成の低コスト化、北京大学

Promoting H2 generation from the reaction of Mg 

nanoparticles and water by cations 
http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2013/CC/C3CC45021J

超長期にわたり永続的なエネルギー貯蔵能力を持つフル太
陽光駆動型光触媒
長期的なエネルギー貯蔵能力に欠ける全太陽光駆動型（UV-

可視 - 近赤外）エネルギー貯蔵光触媒、Pt 担持と水素処理

した WO3（300 〜 1,000 nm の太陽光スペクトル範囲で

強い吸収特性、300 時間以上の超長期エネルギー貯蔵）、

潜在的な太陽エネルギー貯蔵と効果的な光触媒材料、華中

科学技術大学

A full-sunlight-driven photocatalyst with super long-

persistent energy storage ability
http://www.nature.com/srep/2013/130812/srep02409/full/srep02409.html
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大面積シリコンベースデバイスに組み込みグラフェン
非晶質および結晶質シリコンキャップ層の下に埋設された

巨視的グラフェン薄膜、グラフェン薄膜は銅箔上に CVD

法により成長しガラス基板に転写、キャップされていない

グラフェン薄膜の電荷キャリア移動度（2030cm2/Vs 、正

孔濃度 3.6 × 1012cm-2）、シリコンキャップのグラフェン

の結晶性はグラフェンの電界誘起ドーピングに大きな影

響、埋め込まれたグラフェンの移動度が荷電不純物とフォ

ノンアシスト散乱により制限、ラマン散乱分光法及びホー

ル効果測定、ベルリン・ヘルムホルツ材料・エネルギー研

究センター

Embedded graphene for large-area silicon-based devices
http://apl.aip.org/resource/1/applab/v103/i7/p073102_s1?isAuthorized=no

IBM、再生可能エネルギー出力予測システムを開発
様々な再生可能エネルギー源からの出力を正確に予測でき

るソフトウェアとシステム（HyRef）を開発、HyRef は中

国での 670 MW 再生可能エネルギー実証プロジェクトの

フェーズ 1 に適用、エネルギー貯蔵とトランスミッション

と風力や PV を組み合わせたもの

IBM releases RE output system
http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/ibm-releases-re-output-

system_100012362/#axzz2btoTsysC

分子エレクトロニクスについての IBM の考え（ Emanuel 
Loertscher 氏 へのインタビュー）
Q：分子エレクトロニクスの将来の実用化のためには何が

必要か？

A：分子接合のすべての詳細は重要ではなく、まだ制御で

きる段階に至っていない。電極の金属原子が移動し始める

ような高温又はより高い電場でデバイスの操作に対応でき

ない。電極がこれらの過酷な条件下で安定であるプラット

フォームを開発することが不可欠。有機分子と電子的に互

換性があるグラフェンは明らかに最適な素材。グラフェン

構造の開発が分子の電子デバイスの改善につながる。

IBM Q&A on Molecular Electronics
http://www.eetimes.com/author.asp?section_id=36&doc_id=1319200&itc=eetimes_

sitedefault

世界の PV 容量の 2/3 がこの 2 年半以内にインストールさ
れたもの
PV へのムーアの法則の展開、世界的な PV 容量 50GW を

インストールするのに 40 年、この 2 年半に PV 容量は

50GW から 100GW に倍加、同時にグローバルモジュー

ル価格は 2011 年 1 月以来 62％下落、太陽電池業界は

2015 年までに 100GW インストールする計画、次の 2 年

半で PV 容量を倍増、世界の PV 市場の急激な成長を示す

統計情報（GTM リサーチ社）

2/3rds of Global Solar PV Has Been Installed in the Last 2.5 

Years
http://www.greentechmedia.com/articles/read/chart-2-3rds-of-global-solar-pv-has-

been-connected-in-the-last-2.5-years

Anasys Instruments 社開発の計測装置 nanoIR を使った論
文を紹介
半導体、ポリマー、ヘルスケアのキャラクタリゼーショ

ンに使われた事例紹介、プラズモニックホットスポット

と光熱誘起共鳴法とダークモードのナノスケールイメージ

ング、可変 IR レーザー光源から吸収された光を直接検出

する AFM を用いたナノスケール赤外分光法およびヒト角

質層脂質の構造撮像）、高空間分解能 AFM-IR 分光法およ

びイメージングで観察したナフィオンにおける水トランス

ポートチャネルおよび疎水性クラスターの形態

Anasys users publish new peer-reviewed research papers 

using nanoIR
http://www.nanotech-now.com/news.cgi?story_id=47992

米国のナノテクノロジー規制監督のギャップ
ライフサイクルから見た米国の規制システムの適合性、巨

大な不確実性、完全なライフサイクルアセスメントが必要、

現行制度の下では多くのナノ製品は規制から免除、規制さ

れる事例（有害と分類される、危険であると判断、特別に

監視・制御することができる）、既存モデルと方法の限界・

リスク関連データの一般的な不足がリスク見直しの範囲と

深さを制限、新しい情報が利用可能になりナノ材料の挙動

の理解が向上してもナノ物質の多くには自動的な再評価な

し、現在のギャップを埋めるたくさんの方法を提案（規制

措置、データギャップを埋めるための自主的なアプローチ、

リスク調査研究のための資金増加、情報共有の障壁の除去、

省庁間規制連携機能強化など）

Gaps in U.S. nanotechnology regulatory oversight
http://www.nanowerk.com/spotlight/spotid=31804.php

2015 年までに装甲を強化するロシア軍
ロシア企業、2015 年末までに軍・警察用の軽量セラミッ

ク装甲の生産技術を開発する見込み（イズベスチヤ紙）、

炭化ホウ素粉末を用いて製造したセラミックス装甲板は戦

闘航空機用防弾ベストや装甲保護に使用、既存の装甲板よ

り 4 倍軽い、価格は既存のモデルに比べて最大 25％減、

保護の実効性 5 〜 6 倍、防弾ベストに使用される炭化ホ
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ウ素装甲板は 7.62 mm あたりから効果的な保護を確保、

車両の装甲には 12.7 mm 〜 14.5 mm、ロシア政府はナノ

装甲技術の開発のための 1.45 億ルーブルを拠出

Russian Military to Receive Nano-Armor by 2015 
http://www.defencetalk.com/russian-military-to-receive-nano-armor-by-2015-

report-48719/

強力な多機能複合材料の構築
CNT は機械的強度と電気的特性の向上に幅広く貢献、航空

宇宙用途の炭素繊維、ハイブリッド先進複合材料、電気伝

導度と空間的調整加熱を制御できる属性、除氷や氷結防止

システムに利用、除氷は翼に CNT を溶接する nanostitch

技術を使用、構造的特性を向上、カーボンナノワイヤーは

ポリマー複合材料の層間の界面を強化、ファジー繊維はバ

ルク材料を強化、エネルギーを低減できるオーブンの炭素

繊維複合材料、CNT を官能して気孔率と透磁率を調整する

マイクロ流体、MIT

Building stronger multifunctional composites
http://www.ecnmag.com/news/2013/08/building-stronger-multifunctional-

composites

実用化のための変換効率の閾値 10% を超えた CdTe 太陽
電池
可撓性金属箔基板上の CdTe 太陽電池のロール・ツー・ロー

ル製造、低コスト太陽電池モジュールの最も魅力的な選択

肢の一つ、低い変換効率が課題のひとつ、従来のデバイス

構造を反転しなければならないために CdTe 層の電子的性

質を制限、反転素子構造での CdTe 層の制御された Cu ドー

ピングにより 10% を超える変換効率を達成、ガラス基板

上 CdTe セルで 13.6%、金属箔基板上セルで 11.5%、正孔

密度・キャリアライフタイム・光生成電荷の集合で顕著な

改善、スイス連邦材料試験研究所

Doping of polycrystalline CdTe for high-efficiency solar 

cells on flexible metal foil
http://www.nature.com/ncomms/2013/130813/ncomms3306/full/ncomms3306.

html

水素化アモルファスシリコン（a-Si:H）セルの変換効率と
安定性を向上させた光閉じ込め構造
サンドイッチ型光閉じ込め電極構造（アルミニウムドープ

ZnO 層（AZO）キャッピング、分散させたプラズモン Au

ナノ粒子（Au-NPs）、微細構造透明導電性基板）、非晶質

シリコンとの界面特性を向上させる H レイヤー、非晶質

シリコンの成長を促す AZO 層、フォーマル AZO 薄層（5 

nm）はて AZO/a-Si にわたる欠陥を低減、Au-NP 分散電極

表面を平滑化、プラズモン光閉じ込め構造によりセルの変

換効率 10.1％、光劣化は 7％程度と少ない、国立交通大学

（台湾）

Multi-functional stacked light-trapping structure for 

stabilizing and boosting solar-electricity efficiency of 

hydrogenated amorphous silicon solar cells
http://apl.aip.org/resource/1/applab/v103/i7/p073107_s1
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構造色をもつ鳥 ⑱　ツバメ

ツバメは古くから人に近いところで暮らしてきました。ツバメはカラスやヘビなどの天敵の襲撃からヒ
ナを守るため、天敵が近づき難い民家の軒先や天井灯の上などに営巣します。また、蚊やアブ、シロア
リなど人にとって不快な害虫を食べてくれる鳥として、大切にされてきました。

巧みな飛行をみせるツバメの脚は短く、歩くのにあまり向いているとはいえません。そのため、巣材の
泥を集めるなどの稀な機会を除いて、地面を歩くことはほとんどありません。餌となる昆虫は空中で捉え、
水も水面を飛びながら掬い上げるようにして飲みます。

これから夏の終わりにかけてツバメは少しずつ大きな群れになります。大きくなったヒナを連れて、常
夏の台湾、マレーシア、フィリピンなどへと渡って行きます。ごく少数ですが、日本で越冬するツバメ
も観察されています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナノテクノロジー戦略室　関谷瑞木

Column
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台湾 ITRI より
台湾工業技術研究院（ITRI）の材料化学研究所
が配信する台湾のナノテクノロジー研究開発動
向と最新技術レポートをお届けします。台湾の
研究開発動向は日本語で PEN 編集室に届けられ
ています。

台湾ナノテクノロジー研究開発動向

賢く回答　超スマート 
工研院、台湾初の対話能力を備え、自然言語を理解する技
術を発表
工業技術研究院（ITRI）は台湾の言語識別・自然言語処理

技術をさらに進化させた。8 月 21 日、ITRI は台湾初の対

話能力を備え、自然言語を理解する技術を発表した。

また中国語映画検索口頭 Q&A システムを通じて、コンテ

ンツと結果のマルチインタラクティブ Q&A を行うことが

でき、一般の音声アシストでは一次性の Q&A に限界があっ

たものの、これを打破し、自然言語理解技術の実力を示し

た。ユーザーは自然な言い方でよく、特定の語法は不要で、

簡単に必要な回答を得ることができる。将来的には、スマー

ト TV、スマートカーといったツールと統合することが可

能であり、スマートライフの将来を担うと期待される。

ITRI は、本システムを映画の領域においても積極的に応用

し、開眼映画サイト（@movies）のデータと結合させ、世

界初となる、語意や叙述式の質問を理解し、疑問文を是正

する「中国語映画サーチ口頭 Q&A システム」を開発した。

この映画サイト口頭 Q&A システムは、クラウドサーバー

とスマートフォンのアプリケーションプログラムで構築さ

れたサービスシステムで、現在、2001 年からの約 13 年

間分、計 14,000 本の映画データを検索することができる。

コンテンツと結果に対してマルチ・インタラクティブな質

問を行うこともできる。一部サーバーでは 50 個のユーザー

からの質問を同時処理することができ、対話の成功率は

88％に達する。ユーザーはスマートフォンで最も自然な

スタイルで質問を発するだけでよく、質問に間違いがあっ

ても、映画検索口頭 Q&A システムは問題なく作動する。
http://www.itri.org.tw/chi/news/detail.asp?RootNodeId=060&NodeId=061&News

ID=773

工研院、台湾の低炭素エネルギー発展に向けイギリスの
「2050 エネルギー需給シミュレーションシステム」を導入
工業技術研究院（ITRI）は経済部エネルギー局の支持の

下、イギリスの低炭素発展シミュレーション技術を導入

し、「台湾 2050 エネルギー需給シミュレーションシステ

ム（Taiwan 2050 Calculator）」を設置した。これにより、

台湾国民が台湾の資源の状況を理解し、将来的には各界の

専門家が本プラットフォームにおいて理念を交流し、十

分な対話を行い、台湾の将来のエネルギー節約・低炭素

政策を検討・シュミレーションする上での考慮の根拠と

し、各種意見の対立により、国内のエネルギー安全・電力

建設に衝撃がもたらされないようにすることが見込まれ

る。さらには、本メカニズムの下、全国民の共通認識を凝

集し、ともに手をとって 2050 低炭素エネルギーの未来を

創造することが期待される。イギリス貿易文化弁事処代

表の胡克定氏は、イギリス政府は 2008 年、気候変動法を

制定し、1990 年の排出量を基準として、2050 年までに

必ず二酸化炭素放出量を 80％削減するとしており、イギ

リスのエネルギー・気候変動省（DECC）は、長期的なエ

ネルギー政策とエネルギー比率を提出するために、「2050 

エネルギー需給シュミレーションシステム」（The 2050 

Calculator）を発展させた、としている。将来、ITRI は本

システムを運用して、今後のエネルギーシステム、供給安

全、エネルギー価格、二酸化炭素排出量といった課題を包

括的に分析し、情報をより透明化させ、政府のエネルギー
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節約・二酸化炭素削減目標に対する最良の戦略のシミュ

レーション、台湾のグリーンエネルギーテクノロジーの研

究開発、産業の推進を支援する。

台湾とオランダ、初の多層製造研究開発連盟を設立
工研院オランダオフィスが正式にサイエンスパークに進出

工業技術研究院（ITRI）とオランダ応用科学研究機構（TNO）

は共同で「多層製造研究開発連盟」（PENROSE 計画）を立

ち上げ、6 月末、オランダのアイントホーフェンで契約を

締結した。

双方は、次世代多層製造技術を目標とし、国際的に将来性

の高いオープンスタイルのイノベーション戦略研究開発プ

ラットフォームを構築し、ハイテク、高精度、より複雑化

されたパーツ・製品を開発することで、台湾の産業に新た

なビジネスチャンスをもたらす。また、ITRI は締結セレモ

ニーにおいて、アイントホーフェンのサイエンスパークに

進出し、「ITRI オランダオフィス」（Eindhoven-HTC Office, 

ITRI）を設置することを発表した。これにより、ITRI はド

イツに続き、欧州に第 2 の拠点設立となる。今後は、台湾・

オランダ双方向のイノベーション研究開発における提携関

係の発展に焦点を置き、台湾企業の新興技術と市場への参

入をリードする。

時間をかけて練られた「PENROSE 計画」は、産業のニー

ズ・計画の提携案に合致するよう、3 年を１期として、ハ

イテクパーツ、埋込式電子パーツ、人関連パーツの三大応

用領域で開発を行う。また、特別チームが設けられ、重要

な多重材料電子機械学に対して設計・技術研究が行われ、

効果的にポリマー、金属、導体、セラミックと結合するこ

とで、クリエイティブで商業的価値の高い製品の開発を行

う。同時に、国際的に前途のあるオープンスタイルのイノ

ベーション戦略研究開発聯盟が構築され、多層製造産業の

発展契機を促すことも期待される。現在、すでに聯盟に加

入の企業には、オランダ・ロイヤル DSM グループ（DSM）、

オランダ・オセ社（Océ N.V）といった国際的に有名な大

手メーカーが名を連ねている。

nanoMark、新たに 2 項目のナノ製品検証規範が通過
2013 年 6 月 25 日、経済部工業局はナノ標章（nanoMark）

製品検証制度技術評議会の 2013 年度第 2 回会議審議事案

決議を公布した。「TN-046 ナノ金属複合物抗菌室内壁用

セラミック化粧レンガ検証規範」と、「TN-047 ナノシルバー

抗菌プラスチックパイプ検証規範」の 2 項目の検証規範に

同意し、公告、実施する。
http://proj3.moeaidb.gov.tw/nanomark/News/news-more.asp?NewsID=164
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未来部、第 2 期国家ナノテクノロジーマップの策定に着手
未来創造科学部（未来部）は韓国のナノテクノロジーの青

写真を示す「第 2 期国家ナノテクノロジーマップ」の策定

に本格着手した。同省は 8 月 21 日、検討会を初めて開催し、

年末まで草案をまとめる計画を明らかにした。韓国政府は

2001 年「ナノテクノロジー総合発展計画」を、2002 年「ナ

ノテクノロジー開発促進法」を制定した。2008 年に「第

1 期国家ナノテクノロジーマップ」を策定し、ナノテクノ

ロジーに関する法・制度の基盤を整え、中長期戦略を示し

た。今回第 2 期国家ナノテクノロジーマップには、これま

でのナノテクノロジーの成果に基づき、新政府の創造経済

を後押しながら産業生態系を構築し、良質の雇用創出につ

ながる青写真を盛り込む計画。
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=100&oid=001&a

id=0006445686

ナノ融合産業、生産規模 92 兆ウォン・雇用創出 13 万人
産業通商資源部の「国内ナノ融合産業実態調査」の結果、

2011 年の国内ナノ融合産業の生産規模は 92 兆 2854 億

ウォンであることが明らかにされた。前年比で 4.8% の増

加である。雇用創出は 13 万 667 人と、前年比 6.9% 増となっ

た。これは製造業全体の増加率 2.2% よりも高い。産業通

商資源部はナノテクノロジー関連の国内 468 社を対象と

して調査を行った。

同省はナノ融合産業の新分類体系を、ナノ素材、ナノエレ

クトロニクス、ナノバイオ・医療、ナノ装備・機器等の大

分類 4、中分類 16、小分類 44 で分けた。分野別生産及び

雇用規模をみると、生産規模としては、ナノエレクトロニ

韓国 NNPC より
韓 国 の National Nanotechnology Policy Center

（NNPC）が発行する Nano Weekly と各国動向レ
ポート Global Nano Trends より、韓国の最新動
向を中心に関連情報をお届けします。

クスが生産の 85.1%（78 兆 5000 億ウォン）を占めており、

ナノ素材 12.1%（11 兆 1000 億ウォン）、ナノ装備・機器

2.5%（2 兆 3000 億ウォン）、ナノバイオ・医療 0.3%（3000

億ウォン）。

雇用規模は、ナノエレクトロニクスが 11 万 5000 人と前

年比で 6.4% 増となり、ナノ素材（9000 人、12.6%）、ナ

ノ装備・機器（4500 人、3.5%）、ナノバイオ・医療（1200

人、0.9%）となっている。
http://www.newsis.com/ar_detail/view.html?ar_id=NISX20130729_0012254463&

cID=10401&pID=10400

韓国の国家戦略技術レベル、米国の 77.8% に留まる
昨年の韓国の国家戦略技術が米国の 77.8% の水準に留まっ

たことが分かった。未来創造科学部と韓国科学技術企画評

価院（KISTEP）は、第 3 次科学技術基本計画上の 10 大分

野 120 国家戦略技術を対象として実施した「2012 年度技

術水準評価」の結果を 12 日公表した。

韓国の 120 国家戦略技術の全体水準は、最高技術国の米

国比 77.8％となり、2010 年度に 95 国家重点技術を対象

として実施した技術水準評価の時の 76.5% に比べて 1.3%

ポイント向上した。また米国、EU、日本、中国、韓国の 5

カ国のうち、米国（100%）、EU（94.5%）、日本（93.4%）

に次ぐ第 4 位となる。

電子・情報・通信、医療、バイオ、機械・製造・工程、エ

ネルギー・資源・極限技術、航空・宇宙、環境・地球・海洋、

ナノ・素材、建設・交通、災難・災害・安全等 10 大分野
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の 120 国家戦略技術のうち、韓国の技術水準が最も高い

分野は、電子・情報・通信（82.2%）と機械・製造・工程

（82.2%）であった。一方、航空・宇宙分野（66.8%）は中

国よりも技術水準が低いと評価された。
http://www.fnnews.com/view?ra=Sent0901m_View&corp=fnnews&arcid=2013081

30100105410006034&cDateYear=2013&cDateMonth=08&cDateDay=12

北朝鮮、ナノテクノロジー発展に拍車…ナノテクノロジー
センターを設立
北朝鮮のノテクノロジーに対する関心が高まっている。北

朝鮮の労働新聞は、8 月 1 日、「ナノテクノロジーの明る

い展望」という題下の記事で 7 月 30 日開幕した第 10 次

全国ナノテクノロジー部門の科学技術発表会及び展示会が

盛況したと報じた。とりわけ、展示場である国家ナノテク

ノロジー中心についての説明が注目される。同施設は金正

恩第 1 書記の指示により、ナノテクノロジーの発展と実用

化のために新しく設立された建物と見られる。労働新聞は、

基礎工業、環境、医学、エネルギー、軽工業、農業分野で

ナノテクノロジーの成果が出始めたことや、農業用ナノ殺

菌剤やナノ生物成長促進剤、ナノ室内空気清浄器等の製品

を紹介した。同展示会には金日成総合大学等、20 機関か

ら約 1000 ナノ製品が展示されたという。
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=100&oid=001&a

id=0006407256

ナノ総合技術院－マグナチップ半導体、SOI RF CMOS 量産
技術移転契約
ナノ総合技術院は国内初めて開発したシリコン・オン・イ

ンシュレーター（SOI）基盤のモバイル向け高周波（RF）

半導体の量産製造技術に対し、アナログ及び混合信号半導

体専門会社のマグナチップ半導体と 7 月 19 日技術移転契

約を結んだ。

今回の技術移転は未来創造科学部ナノ・素材技術開発事業

の中、先行工程支援事業の一環として進められた。ナノ総

合技術院は 2010 年下半期から技術開発に着手し、2 年ぶ

りに量産工程技術に成功した。

今回移転技術は、近年注目されている SOI-RF-CMOS 製造

技術であり、モバイル機器の FEM のコア部品であるアン

プ、スイッチ、チューナーの生産を支援する。
http://www.ajunews.com/kor/view.jsp?newsId=20130722000245
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Fraunhofer より
フ ラ ウ ン ホ ー フ ァ ー 日 本 代 表 部 よ り 最 新 の
ニュースやイベント情報をお届けします。

◆　イベントのご案内　◆

The International Conference on Silicon Carbide and 
Related Materials （ICSCRM 2013）
日時：2013 年 9 月 29 日（日）〜 10 月 4 日（金）

会場：宮崎県フェニックス・シーガイア・リゾート

フラウンホーファー IISB（集積システム・デバイス技術研

究所）が出展します。
http://icscrm2013.org

Bio Japan 2013 - World Business Forum 
日時：2013 年 10 月 9 日（水）〜 11 日（金）

会場：パシフィコ横浜

フラウンホーファー IZI（細胞療法・免疫学研究所）の研

究者およびフラウンホーファー日本代表部代表が講演を行

います。
http://www.ics-expo.jp/biojapan/main/

ドイツ・サイエンス・デー in 京都
日時： 2013 年 10 月 25 日（金）〜 26 日（土）

会場：京都大学

フラウンホーファー IPA（生産技術・オートメーション研

究所）の研究者が講演を行います。
http://www.dwih-tokyo.jp/ja/home/events/detail/article/2013/10/25/ ド イ ツ サ イ

エンスデー in- 京都 /

第 9 回フラウンホーファーシンポジウム in SENDAI 
日時：2013 年 10 月 31 日（木）

会場：仙台サンプラザ

＊詳細は後日お知らせいたします。

第 13 回 SAMPE 先端材料技術国際会議・展示会 （SAMPE 
JAPAN）
日時：2013 年 11 月 11 日（月）〜 13 日（水）

会場：ウインク愛知

フラウンホーファー IFAM（生産技術・応用マテリアル研

究所）の研究者が講演を行います。
http://www.sampejapan.gr.jp/japanese_site.html

フラウンホーファーシンポジウム
第 2 回 Green Technology made in Germany』
日時：2013 年 11 月 18 日（月）

会場：東京国際フォーラム

フラウンホーファー研究所群の様々な「軽量化設計のため

の技術」をご紹介します。詳細は後日お知らせいたします。
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◆　リサーチニュース　◆

ドイツより届いたリサーチニュースをお届けします。詳し

いニュースの内容はフラウンホーファー日本代表部のウェ

ブサイトからご確認ください。
http://www.fraunhofer.jp/

2013 年 8 月号

睡眠解析デバイス用ソフトウェア
フラウンホーファー IGD（コンピュータグラフィックス研

究所）は、睡眠の長さや質を計測する携帯型スマートウォッ

チ用ソフトウェアを開発した。スマートウォッチ内の加速

度センサにより計測された呼吸や脈などのミクロな動き、

れん縮などのマクロな動きのデータから、独自のアルゴリ

ズムで睡眠状態を解析する。将来的には糖尿病や癲癇など

の症状である昏睡状態の検知にも応用する予定。  

360 度パノラマ画像撮影用カメラ
フラウンホーファー HHI（ハインリッヒ・ヘルツ通信技術

研究所）は、360 度のパノラマ画像が撮影可能なカメラ

OmniCam360 を開発した。同じ遠近感を持つ 10 個のカ

メラが星形に並べられ、それぞれのカメラが異なる視角で

撮像。較正なしで連続性のある画像が簡単に得られる、軽

量かつコンパクトなカメラ。 

ハイパースペクトル画像解析ソフトウェア
フラウンホーファー IFF（ファクトリーオペレーション・

オートメーション研究所）は、上空から撮影したブドウ畑

のハイパースペクトル観測用のソフトウェアと数値モデル

を開発した。分子の吸収光波長の特異性により、画素ごと

の生化学的構成を把握。収穫の最適化や病害の早期検知に

役立つ。

卓上無配線送電システム 
フラウンホーファー ENAS（エレクトロ・ナノシステム研

究所）は、卓上で携帯デバイスや照明などに無配線送電す

るシステムを開発した。卓板に内蔵されたプリント基板に

磁場を発生させるためのコイル状アンテナを多数配置。送

電対象物を電気的ノイズとして検知させ、送電が必要な部

分のアンテナのみを通電させる。アンテナと対象物 ID タ

グ間のデータ通信を用いて、より多くの電磁放射を防ぐ技

術も開発中。       

レーザ熱処理による部材の最適軽量化設計 
フラウンホーファー IWS（材料・ビーム技術研究所）は、

鋼板のレーザ表面熱処理を用い、局所的に強度を向上させ

る軽量化設計を提案。また、数値シミュレーションにより

衝突時の変形を予測し、設計の最適化を行うことができる。  

MPEG-DASH プレーヤーで複数のデバイスへ同期配信 
フラウンホーファー FOKUS（オープン通信システム研究

所）は、MPEG-DASH をブラウザで再生するプレーヤー

FAMIUM と複数のデバイスへ同期配信可能なマルチスク

リーン・フレームワークを開発した。ライブストリーミン

グのよりダイナミックな活用が期待できる。  

ダイアモンドコーティングのカーボンナノチューブ 
フラウンホーファー IWM（材料メカニズム研究所）は、

シリコン酸化膜を用いてカーボンナノチューブを損傷せず

にダイアモンドコーティングを生成する方法を開発した。

このダイアモンドコーティングのカーボンナノチューブは

極薄かつ堅牢なため、切断による材料損失の少ないウエハ

切断ワイヤへ応用が可能。

◆　その他の活動　◆

先日オープンしたフラウンホーファー ISE（太陽エネルギー

システム研究所）の新研究棟には、裏面電極型セルを用い

た結晶シリコン太陽電池モジュールなど、様々なフラウン

ホーファー ISE の特許技術が使用されている。

http://www.fraunhofer.jp
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Christoph Schiller 氏が収集されたドイツを中心
とする欧州の最新の科学技術情報および政策動
向をお届けします。

欧州の科学技術政策動向

ドイツの太陽光発電産業はなぜ崩壊したのか

ドイツの太陽光電池産業はこの 2 年の間にほとんど壊滅状

態に陥った。ほとんどの太陽電池の製造事業者が倒産し、

太陽電池モジュールや太陽電池プロセス装置の製造事業者

も同じ道を辿った。なぜか？

その主たる原因は、世界のソーラーエネルギー市場が、ソー

ラーエネルギーの利用に巨額の政府補助金が支払われるド

イツに集中したことにある。欧州の中央に位置するドイツ

は、ソーラーエネルギー生産にとって好適の場所ではない。

この明瞭な地理的な悪条件にも関わらず、ドイツ政府は多

額の税金を投じてソーラーエネルギー生産を支援すると決

めたのであった。この決定によって、ソーラー市場の人為

的な活況が作りだされた。この人為的に作りだされた市場

は極めて大きく、韓国、中国、日本など多くの国の企業が

そこから利益を得た。

巨額の補助金によってドイツ市場は早々と飽和した。補助

に必要な莫大な金額のせいで、政府は補助金額を減らさざ

るをえなくなり、市場の崩壊は非常に急速に起きることと

なった。製造事業者は市場のこのような急速な変化につい

てゆけず、倒産したのであった。

風力発電産業の状況はソーラー産業の状況をなぞっている

ように思われる。ただし、風力発電事業者はより規模が大

きく、強力な圧力団体も存在している。今後の変化はゆっ

くりとしたものになるだろう。とはいえ、一般的な傾向は

同じである。

再生可能エネルギー市場の状況は、前回の「欧州の科学技

術政策動向」で伝えたレーザー産業の状況とは対照的であ

る。レーザー産業市場の活況は人為的に作りだされたもの

ではない。補助金は少なく、プロジェクト中心で、したがっ

て企業は注意深い。ソーラー産業はまるっきり正反対であ

る。補助金はそれまで存在しなかった市場を作った。決し

て新しい技術を創出したわけではない。そのため企業は大

きなリスクを冒さねばならなかった。要するに、市場に補

助金をつぎ込むより、技術を支援するほうが道理にかなう

のである。

＊ Motion Mountain

Schiller 氏の著した物理学のテキストを読みたい方は

Motion Mountain へ。魅力的な数々の写真や動画とともに

自然界への理解を深めることができます。
www.motionmountain.net

＊ PENGIN では「欧州の科学技術政策動向」を "Letter 

from Germany" としてお読みいただけます。
http://pengin.ne.jp/index.php/ja/
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MEMS 関連情報
東北大学原子分子材料科学高等研究機構教授江
刺正喜氏ご提供の MEMS 関連情報をお届けしま
す。

◆　イベント、講演会のお知らせ　◆

1. 第 10 回 マイクロシステム融合研究会－ MEMS 製品製
作・製造－

日時：2013 年 9 月 12 日（木）13：00 〜 17：00、18：

00 〜 20：00（交流会）

場所：東北大学 西澤記念研究センター　
http://www.mu-sic.tohoku.ac.jp/coin/attach/JNRC_access.pdf 

仙台 MEMS ショールーム
http://www.mu-sic.tohoku.ac.jp/showroom/index.html 

趣旨：2013 年 7 月より企業が「試作コインランドリ」で

製作したものを、一定の条件のもとで製品として市販でき

ることになりました。産総研での先端機器共用による産業

界への課題解決支援、MEMS ファウンダリビジネスなど、

MEMS 産業化で努力されている関係者で情報交換する機会

にしたいと思います。

主 催： 東 北 大 学 マ イ ク ロ シ ス テ ム 融 合 研 究 開 発 セ ン

ター（μSIC）、産総研集積マイクロシステム研究センター

（UMEMUSUME）、MEMS パークコンソーシアム（MEMSPC）

μSIC：www.mu-sic.tohoku.ac.jp

UMEMUSUME：http://unit.aist.go.jp/umemsme/ci/

MEMSPC：http://www.memspc.jp

問合：東北大学 マイクロシステム融合研究開発センター

蛸 島 武 尚、Tel：022-795-6256、Fax：022-795-6259、

E-mail：tako@mems.mech.tohoku.ac.jp

参加費：無料、当日直接参加可、交流会（3000 円）

【プログラム】

13:00 阿部均（大日本印刷）「MEMS ファンドリーの動向

と課題」

13:20 細野靖幸（村田製作所）「MEMS ビジネスとフィン

ランド VTI 関係」（仮題）

13:40 加藤健二（協同インターナショナル）「スウェーデ

ン Silex 社の MEMS ファウンダリビジネス」

14:00 野代卓司（アダマンド工業）「カナダ Micralyne 社

の MEMS ファウンダリビジネス」

14:20 秋永広幸（産総研）「産総研ナノプロセシング施設

〜先端機器共用による産業界への課題解決支援〜」

15:00 休憩

15:10 戸津健太郎（東北大）「試作コインランドリにおけ

る企業の製品製作」

15:30 徳永博司（M.T.C.）「受託開発を行う場としての試

作コインランドリ」

15:40 西竹宏（ソニーセミコンダクタ）「ソニーセミコン

ダクタの MEMS ファウンダリビジネス」

16:00 瀬戸幸（経済産業省）「産業活性化への METI の取組」

（仮題）

16:20 三宅常之（日経 BP）「LSI 高付加価値化としての

MEMS」

16:40 原山優子（内閣府）「産学連携」（仮題）

18:00-20:00 交流会（四季彩）
http://www.eng.tohoku.ac.jp/map/?menu=campus&area=c&build=03
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2. センサ・アクチュエータ・マイクロナノ / ウィーク
2013、次世代センサ総合シンポジウム

日時：2013 年 9 月 25 日（水）〜 27 日（金）

場所：東京ビッグサイト

主催：次世代センサ協議会

シンポジウムの詳細は下記 URL をご覧ください。
http://www.cnt-inc.co.jp/jisedai/symposi.htm

3. 第 3 回次世代センサ研究発表会 “ 次世代のセンサ研究を
担う学生による研究発表会 ”

日時：2013 年 9 月 25（水）10：00 〜 12：45

場所：東京ビッグサイト センサエキスポジャパン 2013 

展示場内セミナー会場

主催：次世代センサ協議会

締切：発表申込 8 月 2 日、 予稿集（A4 1 枚）8 月 30 日（口

頭発表は発表時間 12 分＋質疑応答 3 分です。）

問合：次世代センサ協議会事務局　Tel：03-5294-2333、

Fax：03-5294-0909

E-mail：sensor@cnt-inc.co.jp

詳細：http://www.cnt-inc.co.jp/jisedai/

 

4. 第 3 回 次 世 代 も の づ く り 基 盤 技 術 産 業 展　TECH Biz 
EXPO  MEMS 関係講演会　「社会に役立つ MEMS 技術」

日時：2013 年 10 月 11 日（金）13：00 〜 16：30

（産業展 10 月 9 日（水）〜 11 日（金）10：00 〜 17：

00）

場所：ポートメッセなごや（名古屋国際展示場）

主催：名古屋国際見本市委員会

詳細：http://www.techbizexpo.com

問合：亀山哲也（名古屋見本市委員会統括技術アドバイ

ザー）

Tel：052-735-4831、kameyama@nipc.or.jp

【プログラム】（案）

13:00-13:30 石田誠（豊橋技科大）「エレクトロニクス先

端融合研究所（EIIRIS) での異分野融合研究の紹介）」

13:30-14:00 佐々木実（豊田工大）「マイクロ・ナノ構造

を利用した大気圧プラズマ紫外光源とプラズモニック赤外

光源」

14:00-14:30 佐藤一雄（愛知工大）「微細機械構造材料と

してのシリコン単結晶の特性評価」

14:30-15:00 江刺正喜（東北大）「樹脂接合によるヘテロ

集積化」

15:00-15:30 野々村裕（豊田中研）「自動車用センサの現

状と展開」

15:30-16:00 竹内幸裕（デンソー）「MEMS の自動車応用」 

16:00-16:30 前田龍太郎（産総研）「グリーンや安全安心

な社会に貢献する MEMS 技術」

 

5. International symposium on a wearable health care 
sensor

日時：2013 年 10 月 25 日（金）

場所：パシフィコ横浜会議センター 315

主催：兵庫県立大学、μSIC

同時開催：ヘルスケアデバイス展 2013（日経 BP 社主催）

参加：シンポジウムへの参加は無料（150 名まで）

問合先：兵庫県立大学前中センシング融合プロジェクト

TEL：079-267-6019，e-mail：info@eratokm.jp

【プログラム】（案）

10:00-10:05 開会

10:05-10:15 あいさつ（JST）

10:15-11:00 キーノート折衝中（オムロンヘルスケア）

11:00-11:30 前中一介（兵庫県立大）

11:30-12:00 折衝中（ST microelectronics）

12:00-14:00 休憩

14:00-14:30 Valer Pop （Holst Center/IMEC）

14:30-15:00 James Kim（Vancive Medical Technology）

15:00-15 :30 Jukka Lekkala（Tampere  Univ.  o f 

Technology）

15:30-15:50 休憩

15:50-16:20 折衝中 Khalil Najafi（Univ. of Michigan）

16:20-16:50 未定

16:50-17:20 前川卓也（大阪大学）

17:30-18:30 パネルディスカッション

18:30-18:40 閉会

 

6. ICMAN2013 （The 7th International Workshop 
on Innovation and Commercialization of Micro & 
Nanotechnology）

日時：2013 年 10 月 25 日（水）〜 27 日（金）

場所：中国山西省太原市（Taiyuan）

＊江刺らとの中国における MEMS の産業化の視察へ、興

味ある方はご連絡お待ちしています。

詳細：www.icmans.com
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科学コミュニケーション
研究会より

科 学 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 研 究 会 よ り 最 新 の
ニュースや研究会の開催情報などをお届けしま
す。

◆　イベント、講演会のご案内　◆

第 35 回西支部勉強会

日時：2013 年 9 月 13 日（金） 18：00 〜 20：00

会場：京都大学吉田泉殿

主催：科学コミュニケーション研究会関西支部
http://www.scicomsociety.jp/?page_id=32

開催趣旨：科学コミュニケーション研究会は、関西でも月

に１回、勉強会を開催しています。科学コミュニケーショ

ンに興味を持つ方であれば、どなたでもご参加いただけま

す。異なる職場、異なる大学の人たちが、たまには一所に

集まって、みんなで楽しく議論する。そんな場所にしたい

と思います。第 35 回関西支部勉強会のゲストはイスラエ

ル工科大学の Ayelet Baram-Tsabari 氏です。使用言語は主

に英語です。

ゲスト：Dr. Ayelet Baram-Tsabari

Assistant Professor of Biology Education & Science 

Communication, Department of Education in Science and 

Technology, Technion – Israel Institute of Technology

 

タイトル：「Science Communication practice, training and 

research in Israel」

第 8 回科学コミュニケーション研究会 年次大会

テーマ：「双方向コミュニケーション」を考える

日時：2013 年 9 月 29 日（日）10：00 〜 16：30（予定）

会場：京都大学総合博物館（京都市左京区）

主催：科学コミュニケーション研究会

協力：京都大学総合博物館、一般社団法人日本サイエンス

コミュニケーション協会（JASC）

後援：JST 科学コミュニケーションセンター

 http://www.scicomsociety.jp/?page_id=790

 

開催趣旨：科学コミュニケーションの分野では「双方向コ

ミュニケーション」が大切、ということがよく言われます。

しかし、その言葉の捉え方は多様です。今回の研究会では、

科学コミュニケーションの実践活動の視点、対話分析の視

点、科学技術政策の視点などの、多様なスケールから、「双

方向コミュニケーション」を俯瞰したいと思います。

＊事前申込は必須ではありませんが、配布資料の用意の都

合上、できるだけ申込フォームへの記入をお願いいたしま

す。
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バイオミメティクス研究会より
高分子学会バイオミメティクス研究会より、研
究会等イベントのご案内、関連書籍のご案内、
注目トピックなどをお届けします。

◆　イベント、講演会のご案内　◆

1. バイオミメティクスの国際標準化と海外動向
五感に迫るバイオミメティクス

2013 年 10 月 29 〜 30 日にプラハで開催される第 3 回

ISO TC266 国際委員会の報告会を兼ねます。協賛団体の

アスクネイチャー・ジャパンの星野敬子氏を講師を迎え、

6 月 20 〜 23 日にアメリカのボストンで開催されたバイ

オミミクリー研究所による国際会議の報告とアスクネイ

チャー・ジャパンの活動を紹介します。また、生物が持つ

巧妙なセンシングの一つとして、手触りなどの触覚につい

て、山形大学の野々村美宗氏が紹介します。

日時：2013 年 11 月 27 日（水）14：00 〜 17：30

会場：タワーホール船堀 4F 研修室（江戸川区船堀 4-1-1）
http://www.towerhall.jp/4access/access.html

主催：高分子学会　バイオミメティクス研究会、ISO/

TC266 バイオミメティクス国内審議委員会

共催：科学研究費新学術領域「生物規範工学」

協賛：アスクネイチャー・ジャパン、モノづくり日本会議

ネイチャー・テクノロジー研究会

参加費：企業 2,100 円 、大学・官公庁 1,050 円、学生 1,050

円、名誉会員・終身会員・フェロー・ゴールド会員・シニ

ア会員 1,050 円、バイオミメティクス研究会メンバー 無

料

＊参加申し込みを受け付け中です。
http://www.spsj.or.jp/entry//annaidetail.asp?kaisaino=895

2. バイオミメティクス・市民セミナー（第 21 回）
 「魚類学者から見たバイオミメティクス」（再掲）

毎年 300 種前後の新種の魚類が発見されており、生物多

様性の研究において目が離せない存在です。魚類学者たち

は博物館や大学に保管されている膨大な量の魚類標本から

分類学、系統学、生態学などに関するデータを日々集めて

います。魚類学とバイオミメティクスとの出会いにより、

魚類標本やそれらのデータからは、生物学の枠を超えた新

たな価値がみいだされることが期待されています。

講師：篠原現人（（独）国立科学博物館動物研究部研究主幹）

日時：2013 年 9 月 7 日（土）13：30 〜

会場：北海道大学総合博物館　知の交流コーナー

主催：北海道大学総合博物館

共催：科学研究費新学術領域「生物規範工学」

協賛：高分子学会バイオミメティクス研究会、高分子学会

北海道支部
http://www.museum.hokudai.ac.jp/event/article/210/?archives=acvs
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◆　イベント、講演会のご案内　◆

第 14 回 構造色シンポジウム

日時：2013 年 10 月 26 日（土）13：00 〜 17：00

会場：大阪市立科学館 研修室（http://www.sci-museum.jp/）

主催：構造色研究会

共催：大阪市立科学館、科学研究費「生物規範工学」

開催概要：特別講演は名古屋工業大学の石井大佑氏を招き、

近年、発展しつつある生物の持つ工夫を学び取り、応用を

目指すバイオミメティクス分野の、構造色・濡れ性の制御

など、表面構造が持つ多機能性について講演していただき

ます。今年のシンポジウムでも、昆虫、鳥、魚などの色に

関する研究成果、微細構造の観察結果、光学特性の測定や

計算結果、それらを応用した製品、そのための技術、など、

幅広い分野からの口頭ならびにポスター発表が予定されて

います。参加費は無料です。会場の研修室は入館料が必要

ない場所にあります。多くの皆様の参加をお待ちしていま

す。

http://mph.fbs.osaka-u.ac.jp/~ssc/sympo2013/sympo2013.html

◆ 構造色研究会のホームページ ◆
美しい構造色の写真とともに、様々な構造色について分か

りやすく解説するブログ「構造色事始」をぜひご覧くださ

い。
http://mph.fbs.osaka-u.ac.jp/~ssc/

構造色研究会より
構造色研究会より最新のニュースやイベント情
報をお届けします。
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FEATURES

「第 6 次環境行動計画とナノテクノロジー」からの教訓

前回は、2001 年に明らかにされた欧州の第 6 次環境行動

計画（6th EAP）が、その後の環境規制にどのように影響

を与え、その環境規制が 2001 年から本格的な研究開発投

資がはじまったナノテクノロジーの研究開発と産業化にど

のような影響を与えてきたのかを客観的な視点で振り返っ

た。その解析の目的は、ナノテクノロジーと同じく新興の

学際的な科学技術として展開し始めたバイオミメティク

スの研究開発と、昨年から本格的な活動を開始した ISO/

TC266 Biomimetics の今後の展開の対応に資する教訓を整

理するためである。

注目しておかなければならない大事なことは、12 年の時

を経た今日、6th EAP の理念に基づいて展開して来た欧州

の環境規制がナノテクノロジーの研究開発と産業化に大き

な影響を与えてきたこと、その動きが対象範囲を拡げなが

らさらに加速しそうなことの 2 点である。たとえばこの数

カ月の欧州議会の動きを見ただけでも、電気・電子機器分

野は言うに及ばず、食品などの領域においてさえもナノマ

テリアルの応用に規制の網をかけようとする議論が環境委

員会（ENVI）のなかで進められている。2001 年に科学技

術政策に基づいてナノテクノロジー・材料分野への研究開

発投資が始まった時、時を同じくしてその基本的な考えが

明らかにされた 6th EAP がその後の環境規制の展開を方

向付け、その環境規制が 12 年を経た現在も依然としてナ

ノテクノロジーの研究開発とその産業化に大きな影響を与

え、そしてさらに規制の対象範囲を広げながらその動きを

加速しているのである。繰り返しになるが、12 年前にナ

ノテクノロジーの研究開発投資が始まった時点でその研究

開発と産業化に対する環境規制の影響が予測できていたの

かどうか、12 年経って現状はどうなのか、我々が今後の

より新興の科学技術の研究開発とその産業化にとって教訓

としなければならない点である。

2012 年、日本では新学術領域研究「生物多様性を規範と

ISO/TC266 Biomitics

WG3 Biomimetic Structural Optimization の
展開と今後の対応 （3）

ISO/TC266 Biomimetics, WG3 Expert
JISC バイオミメティクス国内審議会 WG3 対応　
産総研ナノシステム研究部門ナノテクノロジー戦略室　阿多誠文
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する革新的材料技術」が活動を開始した。図 1 に示すよう

に、バイオミメティクス関連の学術論文の件数は毎年確実

に増えてきていた。ただ、国内においては 2012 年になっ

てやっとバイオミメティクスに対して社会的関心が高まっ

てきた現実がある。その傍証を図 2 に示す。一般に「ネオ

バイオミメティクス」と呼ばれる新学術領域研究の活動が

この年に開始されたことがその関心の高まりの背景にある

ことを疑う余地はない。

2012 年、バイオミメティクスに関してもう一つ大きな動

きがあった。ISO/TC266 Biomimetics が発足し本格的な

活動を開始したことである。2011 年にドイツ規格協会

（DIN）から提案され、2012 年 10 月に第 1 回 ISO/TC266 

Biomimetics 総会がベルリンの DIN で開催された。バイオ

ミメティクスの研究開発への戦略的資源の投入が開始され

た時点でその産業化の枠組みの指針ともいえるバイオミメ

ティクスの国際標準化が開始されたのである。

振り反ってみると、ナノテクノロジーの国際標準化 ISO/

TC229 Nanotechnologies が発足したのは 2005 年である。

日本でナノテクノロジーに対する研究開発投資が始まった

のは 2001 年で、ナノテクノロジーの将来価値に対する期

待が 2003 年頃にかけて急速に高まり、その過剰な期待が

冷める途中で開始された国際標準化活動だったと言える。

ナノテクノロジーのこの時間のずれがバイオミメティクス

にはなく、研究開発投資が開始された 2012 年にバイオミ

メティクスに関する国際標準化活動もスタートした。これ

は研究開発に対する過剰な期待を抑え、「出口」を意識し

ながら研究開発を進めなければならないという点で、この

国際標準化は日本国内のバイオミメティクスの研究開発と

その産業化のために極めて有用な存在になる。ただしそれ

を確実にしていくために、国際標準化活動に対して積極的

かつ適切な対応を怠ってはならないことは言うまでもな

い。

第７次環境行動計画とバイオミメティクス

バイオミメティクスが本格的な研究開発をスタートさせた

2012 年 11 月 29 日に、欧州委員会は 2013 〜 2020 年の

欧州の第 7 次環境行動計画（7th EAP）の素案をプレスリ

リースの形で公表している。大枠で欧州連合（EU）の中

図 1　バイオミメティクスに関する学術論文の年推移。ISI 

Web of Science により統計データを作成した。

図 2　国内新聞各紙および雑誌等が取り上げたバイオミメ

ティクス関連記事の年推移。バイオミメティクスに対する

社会的関心の指標と見なすことができる。日経テレコン

21 により統計データを作成した。

年 年
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期成長戦略「EU 2020」との整合性をとりながら、自然保

護と生態系の回復力の強化、持続可能かつ資源効率の高い

低炭素成長の促進、環境に起因する健康に対する脅威への

効果的な取り組みなどが展望されている。現在、欧州各国

が取り組んでいる経済危機対策に必要な構造改革も、持続

可能な社会実現を促す新たなチャンスと位置付けている。

7th EAP は昨年末にその骨格が明らかになっただけで、今

後欧州議会および欧州理事会で検討され、そこで承認が得

られれば EU の法として成立することになる。法律として

成立もしていない 7th EAP についてあまり多くの事は語れ

ない。しかし、6th EAP がナノテクノロジーの研究開発と

その産業化に与えた影響を教訓とするなら、我々は今 5 年

後、10 年後のバイオミメティクスの研究開発やその産業

化に 7th EAP が、直接的には 7th EAP を基にした環境規

制がどのような影響を与えることになるのか、その対応策

を怠らないようにしなければならないことだけは確かだろ

う。

実際、ナノマテリアルの規制に関連して、7th EAP の素案

の附属書で、現在の EU の法体系がナノマテリアルのリス

クに対応できていないこと、バルクマテリアルを用いた安

全性テストはナノレベルの安全性の予知には不適切である

ことなどが指摘されている。今後 7th EAP のもとで、ナノ

マテリアルに関する環境規制はさらに厳しく展開すると予

想される。

このようなナノテクノロジーと環境規制の関連とこれまで

の展開を考えるなら、今後 7th EAP のもとでバイオミメ

ティクスに関連する言葉の定義、材料や物質のリスク管理、

製品のデザイン管理、すべてが環境規制と密接の関わるこ

とは疑う余地のないところである。事実それぞれが ISO/

TC266 Biomimetics の WG1、WG2 および WG3 の主要課

題に対応している。これから先は推測になるので言葉を慎

重に選ばなければならないが、バイオミメティクス国際標

準化の先に、バイオミメティクマネジメントシステムと

いったようなものができないとは言い切れない。たとえば

WG3 の Biomimetics Structural Optimization で バ イ オ ミ

メティクな構造最適化のアルゴリズムが標準化されれば、

工業製品が生物模倣のアルゴリズムに基づいてデザインさ

れているのかどうか、我々がこれまでに理解し得た生物の

知恵が反映されたエンジニアリングになっているのかどう

か、といったようなことを問うバイオミメティクステクノ

ロジーマネジメントシステムのような認証にまで展開する

であろう。今、国際標準化活動に英知を集約して、日本の

バイオミメティクスの研究開発とその産業化に資する取り

組みを展開しなくてはならない。

製品のデザインと認証

WG3 Biomimetic Structural Optimization ではバイオミメ

ティック工業製品の最適化アルゴリズムの標準化を進めて

いる。これまで繰り返し述べたとおり、工業製品の “ デザ

イン ” は 2 つの点で重要である。一つはデザインが単に形

ではなく、製品作りのコンセプト、設計、製造、使用、廃棄、

リサイクルといったライフサイクル全般を包含するもので

あること、もう一つはデザインが規制の対象になることで

ある。このことは、バイオミメティクス製品の認証と言う

ことを意識しながら我々はこのＷＧの対応にあたらなけれ

ばならないということを示唆している。では実際に新興科

学技術領域において、新しい製品を海外に輸出するために

どのような認証制度への対応が図られているのだろうか。

バイオミメティクス技術ではないが、先月号の PEN の

Cutting-Edge Technology で取り上げた一例を挙げる。先

月 8 月 5 日、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）

が生活支援ロボット実用化プロジェクトの成果に関する

プレス発表を行った [2]。筑波大学発のベンチャー企業

CYBERDYNE（株）のロボットスーツ HAL が、医療機器と

して要求される国際的な安全性を満たし、欧州医療機器指

令（MDD）[3] に適合していることを示す CE マーキング

を取得したことから、欧州市場へ輸出・販売が可能になっ

た、と発表している。今回の CE マーキングの取得は、医

療機器として要求される国際的な安全性の基準を満たして

いるとともに、MDD に適合していることを、第三者認証

機関である TÜV Rheinland LGA Products GmbH に認めら

れたことにより実現したものである。

この CE マーキングに関して、日本貿易振興機構は以下の

ように説明している [4]。

CE マーキングは EU 域内で上市される指定の製品に貼付を

義務付けられる基準適合マークのことで、EU 指令の必須

安全要求事項に適合していることを示す。該当製品の製造

者（輸入者）または第三者認証機関が所定の適合性評価を

行い、製品、包装、添付文書に付与し、CE マークキング

表示のある製品は、EU 域内の自由な販売・流通が保証さ

れる。第三者認証機関の認証を受ける場合と、自己宣言が

認められる場合の 2 通りがあり、

＊第三者認証機関で認証を受ける場合には、NB に製品

と技術文書等を提出して EC 型式審査を依頼する。

＊自己宣言の場合には、製造者自身が規格への適合、

技術文書の整備等を評価して、製造者自身が「適合宣

言書（Declaration of Conformity）」を作成し、自己宣

言を行う。
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どのような技術領域であれ、自由主義経済のもとでは、認

証を取得しなければビジネスができないということではな

い。しかし、技術的な要求項目と国際的な安全性の基準を

満たすことを証明された商品と、それが証明されていない

商品のビジネス展開は火を見るより明らかであろう。認証

は自ら積極的に取り組めば、粗悪な技術や粗悪な製品を排

除し、その技術領域の健全な発展を支えるために有用な制

度である。しかし認証制度がすでに敷かれた地域へのビジ

ネスやマーケットの展開を考えるときには、適合するよう

に従わざるを得ないビジネスのルールそのものになる。心

に留めておかなければならない点である。

認証をビジネスと言う視点で見るとき、認証取得そのも

のがビジネスになること、国際的にみると認証の人的リ

ソースに大きな偏りがあることも知っておかなければなら

ない点である。知的財産推進計画 2012[5] によると、ド

イツの認証機関 Technischer Überwachungs Verein（TÜV 

SÜD）は 17,000 人の認証のエキスパートを抱えている。

TÜV SÜD は 19 世紀半ばに南ドイツに本拠を置く蒸気ボイ

ラーの技術検査協会として発足した組織で、日本では TÜV  

SÜD Japan が認証ビジネスを展開している。また、米国

で認証ビジネスを展開する保険業者安全試験所と呼ばれる 

Underwriters Laboratories Inc.（UL）には 8,956 人のエキ

スパートがおり、この認証機関は日本にも UL Japan とし

てオフィスを持つ。

事実のみ記述するなら、このようなドイツや米国の認証ビ

ジネスの人的リソースに対し、日本品質保証協会の認証エ

キスパートは 838 人である。国際標準化と認証体制の強

化は国際競争力強化に向けた日本の国際標準化戦略の二本

柱と位置付けられている。かつて技術の品質マネジメント

システム（ISO9000 シリーズ）や環境マネジメントシス

テム（ISO14000 シリーズ）の展開がどうだったかを振り

返るなら、今、そしてこれから日本がしなければならない

ことはここで改めて述べるまでもないだろう。

次回は国際標準化におけるパテントポリシーについて整理

する。

References：
[1] "Living well, within the limits of our planet" Proposal 

for a Decision of the European Parliament and of 

the Council on a General Union Environment Action 

Programme to 2020 
http://ec.europa.eu/environment/newprg/pdf/7EAP_Proposal/en.pdf

[2] 「ロボットスーツ HAL® に CE マーク 日本のロボット、

欧州市場へ」
http://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_100215.html

[3] Medical Device Directive（MDD）

[4] http://www.jetro.go.jp/world/europe/qa/01/04S-040011

[5] http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku2012.pdf
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イベント案内への掲載を希望される方は nano-

pen-ml@aist.go.jp までご連絡ください。

日本植物学会第 77 回大会シンポジウムのご案内
〜新世代の画像情報が切り拓く世界〜
日時：2013 年 9 月 14 日 ( 土 )　8：45 〜 11：45

場所：北海道大学高等教育推進機構　N 棟 /E 棟　J 会場

主催：日本植物学会

概要：分子の局在をイメージングする技法の発達が、今日

の生命科学を発展させてきたが、現在では広範囲な、定量

的な、あるいは 3D の新たな画像情報が求められている。

本シンポジウムでは、新たな要請に応える研究として、電

子顕微鏡画像の広域取得法と自動画像解析、同位体顕微鏡

と二次イオン質量分析による植物組織の元素分析、2 光子

顕微鏡による光イメージングを駆使した生体レベルでの機

能解析を紹介し、植物学研究への今後の展開について議論

を深める。
http://www.jiirs.org/contents/news/130813.html

SICE 2013 併設 特別講演 「日本の科学技術イノベーション
戦略 ―産学連携のメッセージ」
日時：2013 年 9 月 15 日（日） 17：15 〜 18：15

場所：名古屋大学 ES 総合館 1 階 ES ホール

主催：公益社団法人計測自動制御学会

内閣府総合科学技術会議常勤議員の久間和生氏を招き、日

本の経済再生の原動力である科学技術イノベーション戦略

について、さらには SICE への期待について語っていただ

く。 
http://www.sice.jp/info/info_news/event_20130915.html

平成 25 年度公開シンポジウム
気候変動のリスクを知る〜リスク情報の創り方〜
日時：2013 年 9 月 25 日（水）13：30 〜 16：40（開場

13：00）

場所：国連大学 ウ・タント国際会議場

主催：（独）海洋研究開発機構

概要：気候変動リスク情報創生プログラムが進めている研

究から、近年の気候変化を「仕分け」する、将来予測に向

けて過去をよく理解するための技術、ダウンスケールデー

タの影響評価研究への適用について、温暖化に伴いスー

パー台風はどこまで強くなるのか、の 4 プログラムを取り

上げ、研究内容と最新の知見を紹介する。
http://www.jamstec.go.jp/sousei/jp/event/sympo/2013/index.html

CHINANO 
Conference & Expo 2013
会期：2013 年 9 月 24 日〜 27 日

場所：Suzhou International Expo Center（中国蘇州）

概要：2013 年の CHInano は、ナノテクノロジーの製品化

の促進をメインテーマに、中国の急速に発展するナノテク

ノロジー研究開発の最新動向を把握し、活発に投資が行わ

れている Nanopolis Suzhou でのビジネスパートナーを探

す良い機会です。
http://www.chinanosz.com

講演会・イベントのご案内

mailto:�C�x���g�ē��f�ڂ���]��������nano-pen@m.aist.go.jp
mailto:�C�x���g�ē��f�ڂ���]��������nano-pen@m.aist.go.jp
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PENGIN　
利用のご案内
ポータルサイト PENGIN（http://pengin.ne.jp）で
は、最新の科学技術政策、技術トレンド、規制動
向など様々なトピックをお伝えしています。ま
た、これまでに発行した PEN および PEN の前身の

【AIST-TOKYO ナノテク情報】を公開しています。
ぜひご活用ください。

PEN　
購読のご案内

PEN は原則として月 1 回配信します。PEN へ
の登録・配信は無料です。

PEN の継続的な購読をご希望の方は、
　・お名前
　・ご所属
　・メールアドレス
をご記入の上、nano-pen-ml@aist.go.jp まで
ご連絡ください。ポータルサイト PENGIN か
らもお申込みいただけます。

PEN は皆さまとの情報共有を目的としていま
す。お持ちの情報で共有すべきものがあれば、 
nano-pen-ml@aist.go.jp まで、ぜひお寄せ下
さい。

＊ご購読の申し込みあたり、ご提供いただいた個人情報
は産総研 個人情報保護方針（プライバシーポリシー）に
基づき大切に管理し、情報誌 PEN の運営と私達のイベ
ントのご案内のみに使用させていただきます。
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PEN 編集室

編集長　　　　関谷瑞木
編集委員　　　安順花
発行責任者　　阿多誠文

連絡先：
（独）産業技術総合研究所 

   　    ナノシステム研究部門
　　  ナノテクノロジー戦略室
〒 305-8565　つくば市東 1-1-1　　
産総研つくばセンター中央第 5　
　　　　　　　　　　2 号館 2602 室 
Email ：nano-pen-ml@aist.go.jp
Tel：029-860-5108

ポータルサイト：PENGIN
http://pengin.ne.jp
サイト管理　　杉本まき子

 

外部編集委員　

伊藤正
李佾炯
Endo, Charles-Anica 
亀井信一
下村政嗣　　　　　　
Sirasak Teparkum
宋清潭
豊蔵信夫
玉川惟正
中村衣利
山根秀信
横山宏美
Ramjitti Indaraprasirt
Christoph Schiller

編集後記

PEN 編集室　一同
2013 年 9 月 5 日

今月より中村衣利氏に編集に加わっていただくことになった。物理
のバックグラウンドを持つ初の学生編集委員、さわやかな新風を吹
き込んでいただくことを期待している。早いもので PEN も 42 号に
なる。「一番大事なことは、自分にしか書けないことを、誰にでもわ
かる文章で書くということ」、「難しいことを易しく、易しいことを
深く、深いことを面白く」、ともに故井上ひさし氏の言葉である。多
くの方に読んでいただくものを作る基本姿勢として心に留めておこ
うと思う。

mailto:nano-pen-ml@aist.go.jp

