
1 
 

 

 

 

                                        

  

 

 

技術戦略研究センター 
Technology Strategy Center (TSC) 

 
 
 
 
 
 

 

番号 国・機関 
分野・タイトル・概要 

 
                                                    公開日 

【材料･ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰ分野】 

 3-1 

カナダ・マギ
ル大学 

    2015/7/7 

黒リンはポストシリコンとなり得るか？ 
(Could black phosphorus be the next silicon?) 

・ マギル大学とモントリオール大学が共同で、黒リン(phosphorus)トランジスタ中の電子が 2 次元にのみ移
動することを発見。トランジスタは原子の単一層で電子が2次元移動する際により効率的に作動するため、
黒リンはエネルギー高効率なトランジスタ開発に期待。 
・ グラファイトからグラフェンを剥離するのと同様に黒リンから得られるホスフォレン(phosphorene)と呼ばれ
る単一原子層は、エレクトロニクスでの利用において課題を有するグラフェンとは異なり元々半導体として
機能。 
・ 現時点で同材料の大規模な製造方法は確立されていないものの、今回の発見は材料製造の促進に寄
与する可能性有り。商業用の原子層トランジスタの実現に一歩前進。 

URL:  
https://www.mcgill.ca/newsroom/channels/news/could-black-phosphorus-be-next-silicon-253
806  

（関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト) 

Two-dimensional magnetotransport in a black phosphorus naked quantum well 

URL:  http://www.nature.com/ncomms/2015/150707/ncomms8702/full/ncomms8702.html  
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スウェーデ
ン王国・チャ
ルマース工
科大学 

    2015/7/10 

グラフェンベースのフィルムが電子機器の効率的な冷却に有効 
(Graphene-based film can be used for efficient cooling of electronics) 

・ チャルマース工科大学が、グラフェンをベースとしたフィルムを使ってエレクトロニクスを効率的に冷却す
る方法を開発。同フィルムはシリコン製の電子部品に取付け可能で銅の 4 倍の熱伝導率を保有。 
・ グラフェンの特性を変換する分子、3-アミノプロピルトリエトキシシラン(APTES)を添加して加熱と加水分
解でグラフェンと被着表面間に強力なシラン結合を作成。これによりグラフェンの熱伝導率が倍増し、20 ミ
クロンの厚さのグラフェンフィルムの面内熱伝導率は 1,600W/mk と銅の 4 倍に向上。 

URL:  
http://www.mynewsdesk.com/uk/chalmers/pressreleases/graphene-based-film-can-be-used-f
or-efficient-cooling-of-electronics-1185300?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=
Subscription&utm_content=pressrelease 

（関連情報）  

      
Advanced Functional Materials 掲載論文(アブストラクトのみ；全文は有料) 
Improved Heat Spreading Performance of Functionalized Graphene in Microelectronic Device Application 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.201500990/abstract;jsessionid=93371F4C8248
DF52A279DE346C0BCDBD.f02t01  

 

《本誌の一層の充実のため、ご意見、ご要望など下記宛お寄せください。》 
E-mail：q-nkr@ml.nedo.go.jp 

NEDO は、国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構の略称です。 
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・ﾏｻﾁｭｰｾｯ
ﾂ工科大学

(MIT) 

    2015/7/14 

ポリマーの導電性の謎を解く 
(Solving mysteries of conductivity in polymers) 

・ MITは、キャパシタ、フォトダイオード、センサー、有機発光ダイオード等のエレクトロニクスアプリケーショ
ンで期待の材料である共役ポリマー中の電荷の動きを解明。デバイスに同材料を利用した際の電気的状
態が予測不可能であることがこれまでの課題。 
・ イオン（電気を帯びた原子）が様々な方向に移動できるバルク材料とは異なり、薄い共役ポリマーではイ
オンが移動できる結晶性の領域が少なくなり、移動の選択性が少なくなることで導電がより効率的となるこ
とを解明。 
・ 同大学は優れた導電性と安定性を持つ共役ポリマーの PEDOT を分析して同材料の超薄膜フィルムを
作ることでイオンの移動メカニズムを増強し高い導電性、透過性と柔軟性を持つフィルムを実現。
3,000S/cm 超の導電率を達成。同結果は全ての共役ポリマーに適用可能。 

URL:  http://newsoffice.mit.edu/2015/solving-mysteries-conductivity-polymers-0714  

（関連情報）  

      

Advanced Materials 掲載論文（アブストラクトのみ；全文は有料） 

Low-Dimensional Conduction Mechanisms in Highly Conductive and Transparent Conjugated Polymers 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201502340/full  
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カナダ・トロ
ント大学 

    2015/7/15 

異種材料を組み合わせた超高効率の発光結晶を新たに開発 
(Researchers successfully combine two different materials to create new hyper-efficient light-emitting 
crystal) 

・ トロント大学は、2 種類の太陽電池材料である強力な発光ナノ粒子であるコロイド量子ドットと電子移動
が低損失で高速なペロブスカイトを組合せて LED 技術の全く新しいプラットフォームを開発。同材料はペロ
ブスカイトのマトリクスが量子ドットに電子を流し込む黒い結晶で、電気-光変換が極めて高効率。可視光
LED バルブやディスプレイ、近赤外波長を使ったジェスチャー認識等のアプリケーションでの利用が可能。 
・ 2 種類の結晶構造を継ぎ目部で欠陥を形成しない結晶方位で整合させるヘテロエピタキシーに成功。ペ
ロブスカイトが吸収する光スペクトルと量子ドットの発光スペクトルが重複しないため、自己吸収の課題も
解決。 
・ 今後は同研究結果をベースに、現在の効率記録を超える LED デバイスの製作と試験を実施。 

URL:  http://news.engineering.utoronto.ca/engineered-hybrid-crystal/  

（関連情報）  

      

Nature 掲載論文(アブストラクトのみ；全文は有料) 

Quantum-dot-in-perovskite solids 

URL:  http://www.nature.com/nature/journal/v523/n7560/full/nature14563.html   
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英国・オック
スフォード大

学 

    2015/7/15 

液体層でより高速により大面積のグラフェンを製造 
(For faster, larger graphene add a liquid layer)                            

・ オックスフォード大学は、高品質グラフェンの 2～3mm サイズの結晶を約 15 分で作製するスケーラブル
な新技術を実証。ガス中の炭素を銅等で反応させてグラフェンを作る現在の CVD 法では通常 19 時間必
要。 
・ 白金フォイル上に蒸着したシリカの薄膜を加熱してできたケイ化プラチナ層は、プラチナやシリカよりも低
温度で溶融し、白金上にナノスケールの「谷」をならし薄い液体層を生成。これにより液体層表面を流れる
メタンガス中の炭素原子からより大きなグラフェン片の形成を促進。 
・ 同技術により単結晶グラフェンができることから、その機械/電気特性を損なう結晶粒界は無し。グラファ
イトからスコッチテープで剥離したグラフェンサイズは 10 ミクロン(0.01mm)、白金 CVD 法によるものは 80 ミ
クロン。 
・ 理論的には同技術のスケールアップでウェハーサイズのグラフェン製造の可能性も。 

URL:  http://www.ox.ac.uk/news/2015-07-15-faster-larger-graphene-add-liquid-layer  

（関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト) 

Rapid epitaxy-free graphene synthesis on silicidated polycrystalline platinum 

URL:  http://www.nature.com/ncomms/2015/150715/ncomms8536/full/ncomms8536.html  

  

http://newsoffice.mit.edu/2015/solving-mysteries-conductivity-polymers-0714
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201502340/full
http://news.engineering.utoronto.ca/engineered-hybrid-crystal/
http://www.nature.com/nature/journal/v523/n7560/full/nature14563.html
http://www.ox.ac.uk/news/2015-07-15-faster-larger-graphene-add-liquid-layer
http://www.nature.com/ncomms/2015/150715/ncomms8536/full/ncomms8536.html
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・ペンシル
バニア州立

大学 

    2015/7/20 

2 次元材料の研究者らがグラフェンを超える材料開発を狙う 
(2D materials researchers aim 'beyond graphene') 

・ ペンシルバニア州立大学は、2013 年に設立した Center for Two Dimensional and Layered Materials 
(2DLM)において、グラフェンとグラフェンを超える材料の研究開発を実施中。同センターは、2 次元・積層材
料の新製造方法開発から技術移転、特許、製品化等幅広いテーマに取り組む。 
・ 同センターのプロジェクト：ポストシリコントランジスタ開発、低温度下での 2 次元材料製造技術開発、そ
して光技術で使う積層材料の開発の 3件に対し、米国立科学財団(NSF)は 4百万ドルのリサーチグラントを
提供。 
・ シリコン代替以上の役割を担うことが期待される 2 次元・積層材料には様々なアプリケーションの可能性
あり。効果的な利用のためにはそれらの基本特性の理解が必須。 

URL:  
http://news.psu.edu/story/362909/2015/07/20/research/2d-materials-researchers-aim-beyo
nd-graphene  

（関連情報）  

      

2014 年 10 月 1 日 ペンシルバニア州立大学記事 

NSF funds three Penn State teams to study 2D materials 

URL:  
http://news.psu.edu/story/328489/2014/10/01/research/nsf-funds-three-penn-state-teams-
study-2d-materials  
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・ジョージア
工科大学 

    2015/7/22 

カーボンファイバーの強度と係数向上の革新的技術を開発 
(Innovative Method Improves Strength and Modulus in Carbon Fibers)              

・ ジョージア工科大学は、ゲル紡糸法を利用した新技術でポリアクリルニトリル共重合体からこれまでにな
い強度と係数を有する次世代カーボンファイバーを作製。本研究は DARPA による 4 年間 980 万ドルのカ
ーボンファイバー材料強度向上のプロジェクトの一部として実施。 
・ 同大学が利用したゲル紡糸法では溶液をゲル状に変換。これにより従来の溶液紡糸法に比べポリマー
鎖を強力に結合し引っ張り強度を向上。同ファイバーは 5.5～5.8GPa の最高引っ張り強度を記録。354～
375GPa の範囲の引っ張り係数を保持。短いゲージ長では引っ張り強度 12.1GPa を測定。 
・ 同ファイバーは、ゲル紡糸したポリマーミックスを熱分解プロセスを用いて作製。大量の水素、酸素や窒
素をポリマーから取り除いて強度が向上した炭素を残す。 
・ 将来的には材料とプロセスの最適化、ファイバー真円度や溶液の均質性の向上によりゲル紡糸法によ
るファイバーの強度と係数のさらなる向上が期待。 

URL:  
http://www.news.gatech.edu/2015/07/22/innovative-method-improves-strength-and-modulus-
carbon-fibers  

（関連情報）  

      

Carbon 掲載論文(アブストラクトのみ；全文は有料) 

High strength and high modulus carbon fibers 

URL:  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0008622315004133  

【電子･情報通信分野】  
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ﾄﾞｲﾂ連邦共
和国・ミュン
ヘン工科大

学 

    2015/7/9 

グラフェンのライバルが出現 
(Graphene gets competition) 

・ ミュンヘン工科大学(TUM)、独・レーゲンスブルク大学、米・南カリフォルニア大学(USC)とイェール大学は
共同で、黒リン・ヒ素を使った電界効果トランジスタを世界で初めて開発。シリコントランジスタの微細化が
物理的限界に近づく中、黒リンはグラフェンに競合する材料として注目される材料。 
・ TUM は今回高圧力を用いず省エネ・低コストに黒リン・ヒ素を合成。材料中のヒ素の濃度を調整すること
で価電子帯と伝導帯のギャップを正確に制御し、アクセス不可能だったエネルギーウィンドウでこれまでに
ない電気・光学特性を獲得。 
・ ヒ素濃度 83%で 0.15eV の極小のバンドギャップを示し、自動車の距離センサーや環境モニターのちり粒
子や微量ガス測定に有用。 

URL:  http://www.tum.de/en/about-tum/news/press-releases/short/article/32513/  

（関連情報）  

      

Advanced Materials 掲載論文(アブストラクトのみ；全文は有料) 

Black Arsenic–Phosphorus: Layered Anisotropic Infrared Semiconductors with Highly Tunable 
Compositions and Properties 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1002/adma.201501758/abstract  

  

http://news.psu.edu/story/362909/2015/07/20/research/2d-materials-researchers-aim-beyond-graphene
http://news.psu.edu/story/362909/2015/07/20/research/2d-materials-researchers-aim-beyond-graphene
http://news.psu.edu/story/328489/2014/10/01/research/nsf-funds-three-penn-state-teams-study-2d-materials
http://news.psu.edu/story/328489/2014/10/01/research/nsf-funds-three-penn-state-teams-study-2d-materials
http://www.news.gatech.edu/2015/07/22/innovative-method-improves-strength-and-modulus-carbon-fibers
http://www.news.gatech.edu/2015/07/22/innovative-method-improves-strength-and-modulus-carbon-fibers
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0008622315004133
http://www.tum.de/en/about-tum/news/press-releases/short/article/32513/
http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1002/adma.201501758/abstract
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・ｵｰｸﾘｯｼﾞ国
立研究所
(ORNL) 

    2015/7/22 

オークリッジ国立研究所が極薄エレクトロニクスの「構成単位」のスケーラブルアレイを作製 
(ORNL researchers make scalable arrays of ‘building blocks’ for ultrathin electronics) 

・ オークリッジ国立研究所は、ナノメートル厚の 2D半導体結晶中に任意のパターンの半導体接合アレイを
作製することに世界で初めて成功。 
・ 基板上に成長させた二セレン化モリブデン結晶の単層に標準的なリソグラフィー技術で酸化ケイ素の保
護パターンを形成した後、結晶の露出領域にレーザーで硫黄原子ビームを衝突させてセレン原子を置換
し、二硫化モリブデンに変換。これら 2 種の半導体結晶は、次世代の極薄デバイス向けトランジスタに求め
られるシャープなヘテロ接合を二次元で形成。 
・ 同手法では多数のパターンを有する 2D 半導体を大量生産できるだけでなく、セレンと硫黄の置換割合
を制御することでバンドギャップの調整も可能。 

URL:  
http://www.ornl.gov/ornl/news/news-releases/2015/75b6c933-d00a-4ab7-9350-d381711bea9
d  

（関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト) 

Patterned arrays of lateral heterojunctions within monolayer two-dimensional semiconductors 

URL:  http://www.nature.com/ncomms/2015/150722/ncomms8749/full/ncomms8749.html  

【環境･省資源分野】  
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ﾄﾞｲﾂ連邦共
和国・ﾍﾙﾏﾝ
･ﾌｫﾝ･ﾍﾙﾑﾎ
ﾙﾂ協会
(HGF) 

    2015/7/2 

ダイヤモンド材料を使った環境に優しい解決策 
(Green solutions with diamond materials)  

・ Horizon2020 が、太陽光とダイヤモンド材料を使って CO2 を燃料に変換する研究プロジェクト(DIACAT)
に 390 万ユーロを拠出。本プロジェクトは Future Emerging Technologies (FET) 部門の選考プロセスで 1 位
を獲得。 
・ ドイツ、フランス、英国及びスウェーデンの研究者チームが、可視光を使って CO2 を精密化学原料や燃
料に変換するための触媒としてダイヤモンド材料の活用を提案。このアプローチは、光を当てると触媒とし
て作用する人造ダイヤモンドの特性がベース。 
・ 最終目標は、ダイヤモンド材料の触媒作用の実験的かつ理論的理解の向上と、可視光を用いたCO2の
直接還元の実行可能性を実証する、ダイヤモンド材料を使用した最初のデバイスの開発。 

URL:  https://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=14243&sprache=en&typoid=49880  
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ベルギー王
国・ルーベ
ン・カトリック

大学 

    2015/7/6 

生物分解性プラスティックをより安価で環境に優しく製造 
(Producing biodegradable plastic just got cheaper and greener) 

・ ルーベン・カトリック大学が、バイオプラスティックと呼ばれるポリ乳酸(polylactic acid: PLA)生成プロセス
の効率を向上。 
・ 乳酸をリアクタに投入して高温・真空下でプラスティック前駆体（低品質プラスティック）を作る PLA 生成
の中間プロセスは高コスト。同大学は多孔質の鉱物であるゼオライトを触媒に用いリアクタ中の化学反応
プロセスを改善。 
・ 特定の孔形状を選択することでゼオライトの孔に適合しない大きな副産物を生成すること無く乳酸を直
接PLAの構成成分に変換。少ない廃棄物で金属を利用することなく、より多量のPLAの生成が可能で、中
間プロセスを省略するため同生成プロセスは安価。  
・ 特許取得済みの同技術は化学薬品会社が購入し産業スケールの製造プロセスに適用。 

URL:  
http://www.kuleuven.be/english/news/2015/producing-biodegradable-plastic-just-got-cheaper
-and-greener  

（関連情報）  

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ；全文は有料) 

Shape-selective zeolite catalysis for bioplastics production 

URL:  http://www.sciencemag.org/content/349/6243/78  
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・DOE・ｴﾈﾙ
ｷﾞｰ効率･再
生可能ｴﾈﾙ

ｷﾞｰ局
(EERE) 

    2015/7/9 

藻類由来の有用なバイオ製品とバイオ燃料の開発に DOE が 1,800 万ドルを資金提供 
(Energy Department Awards $18 Million to Develop Valuable Bioproducts and Biofuels from Algae) 

・ DOE は藻類由来バイオ燃料のモデル価格を 2019 年までに gge (gasoline gallon equivalent) 当たり 5 ド
ル未満とするため、6 プロジェクトに最大 1,800 万ドルの資金提供を行うと発表。 
・ 2030 年までに藻類由来先進バイオ燃料の価格を 3 ドル/gge にするという目標を達成すべく、藻類由来
のバイオ製品とバイオ燃料の生産量増加を可能にする応用研究と技術開発に資金を提供し、藻類バイオ
マスの総合的価値を増大。 
・ 採択プロジェクトの詳細は本文を参照のこと。 

URL:  
http://energy.gov/eere/articles/energy-department-awards-18-million-develop-valuable-biopr
oducts-and-biofuels-algae  

  

http://www.ornl.gov/ornl/news/news-releases/2015/75b6c933-d00a-4ab7-9350-d381711bea9d
http://www.ornl.gov/ornl/news/news-releases/2015/75b6c933-d00a-4ab7-9350-d381711bea9d
http://www.nature.com/ncomms/2015/150722/ncomms8749/full/ncomms8749.html
https://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=14243&sprache=en&typoid=49880
http://www.kuleuven.be/english/news/2015/producing-biodegradable-plastic-just-got-cheaper-and-greener
http://www.kuleuven.be/english/news/2015/producing-biodegradable-plastic-just-got-cheaper-and-greener
http://www.sciencemag.org/content/349/6243/78
http://energy.gov/eere/articles/energy-department-awards-18-million-develop-valuable-bioproducts-and-biofuels-algae
http://energy.gov/eere/articles/energy-department-awards-18-million-develop-valuable-bioproducts-and-biofuels-algae
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・環境保護
庁(EPA) 

    2015/7/13 

EPAが気候変動、水、化学物質問題に取り組む革新的技術に贈る、第20回Presidential Green Chemistry 
Challenge Awards の受賞者を発表 
(EPA Honors Winners of the 20th Annual Presidential Green Chemistry Challenge Awards/Innovative 
technologies tackle climate change, water, and chemical issues) 

・ 環境保護庁(EPA)が、産業界のパイオニアおよび著名な科学者により開発された画期的なグリーンケミ
ストリー技術を表彰し、イノベーションと経済発展を促進。EPA は今後もこれらの技術の市場導入を目指
し、継続して受賞者(企業)と連携。 
・ 受賞技術は、CO2、太陽光、塩水からエタノールやその他の燃料を生成する藍藻の開発、発泡断熱材
等に使用する安全性の高い植物由来のポリウレタンの開発、廃ガスを利用し燃料と化学品を生産するプロ
セスの開発、低コストに植物組織を糖質へ分解する超臨界水を用いたプロセスの開発等。 

URL:  
http://yosemite.epa.gov/opa/admpress.nsf/bd4379a92ceceeac8525735900400c27/b7cd089881
8434f785257e8100580d16!OpenDocument  

（関連情報）  

      

Presidential Green Chemistry Challenge 受賞技術のサマリーへのリンク 

Presidential Green Chemistry Challenge Winners 

URL:  http://www2.epa.gov/green-chemistry/presidential-green-chemistry-challenge-winners  

3-14 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・ﾛｰﾚﾝｽﾘﾊﾞ
ﾓｱ国立研
究所(LLNL) 

    2015/7/21 

プロバイオティクス細菌の利用で藻類を保護し生態系の耐性向上を目指すプロジェクト 
(Project aims to use probiotic bacteria to protect algal crops and increase ecosystem resilience) 

・ ローレンスリバモア国立研究所が藻類の保護のため、大量発生する他生物への対策と生態系の機能と
耐性の向上を図る「プロバイオティクス」細菌を開発する資金百万ドルを DOEエネルギー効率・再生可能エ
ネルギー局が提供。 
・ 藻類バイオマスは先進型バイオ燃料へ変換できるだけでなく、工業用化学製品、バイオポリマーやプロ
テインといった、様々な高付加価値バイオ製品の製造での利用も可能。同バイオマスの年間生産量が最
大化されればバイオ燃料の価格は大幅に減少し安定するが、年間生産量の 30％は捕食されている可能
性があるため、これを防ぐ恒常的なメカニズムに期待。 
・ 同プロジェクトの目標は、微細藻類が大量培養池でワムシやツボカビに晒された際に生存率を倍増させ
るプロバイオティクス細菌の特定と導入。その使用により年間バイオマス生産量は推定5～10％増加。また
この手法の開発により、ラボでの成功例を屋外での成功へ転化させる上での障害の克服に寄与。 

URL:  https://www.llnl.gov/news/project-aims-use-probiotic-bacteria-protect-algal-crops-and-incre
ase-ecosystem-resilience  

【ｸﾘｰﾝｺｰﾙﾃｸﾉﾛｼﾞｰ分野】  
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・DOE・国立
エネルギー
技術研究所

(NETL) 

    2015/7/14 

DOE が資金援助対象ガス化技術プロジェクトを採択 
 (DOE Selects Gasification Technology Research Projects for Funding) 

・ DOE の国立エネルギー技術研究所(NETL)が、ガス化システムプログラムより 7 プロジェクトへの資金提
供を決定。 
・ 同プログラムは、石炭変換のコスト削減と、化石燃料による発電の環境への影響の緩和を図るもので、
ガス化技術の進化は米国内の石炭資源を最大限に活用するために重要。 
・ 採択プロジェクトのテーマは、石炭からメタンへの in situ バイオガス化に適用可能なガス化技術の開
発、又は石炭ガス化プロセスで使用する酸素を生産するための低コスト先進型気体分離技術の開発。 
・ 採択プロジェクトの詳細は本文を参照のこと。 

URL:  
http://www.netl.doe.gov/newsroom/news-releases/news-details?id=20643e48-0895-41ac-a3cb
-385bb5eb71cf  

【蓄電池･ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ分野（蓄電池）】  
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・ﾏｻﾁｭｰｾｯ
ﾂ工科大学

(MIT) 

    2015/7/9 

微小ワイヤがエネルギー出力を大幅に向上 
(Tiny wires could provide a big energy boost) 

・ MIT とカナダの研究者らがニオブナノワイヤを電極とした小型スーパーキャパシタを製造。心拍モニター
やコンピュータ、スマートフォン等のウェアラブル電子デバイスからのデータ送信時等の短時間に高エネル
ギーが必要なアプリケーションで有用。スーパーキャパシタ用ナノ材料では CNT やグラフェン等の炭素ベ
ースナノ粒子が有望とされるが導電性が相対的に低く、高エネルギー密度出力に課題あり。 
・ ニオブナノワイヤスーパーキャパシタは、従来の性能を超えながらも容積を縮小。ニオブウムは賦存量
が豊富で幅広く利用される材料であり、製造コストも安価。 
・ 現在は研究室レベルのデバイス製造のみであるが、次の段階として実用的で製造が容易なバージョン
を設計中。 

URL:  http://newsoffice.mit.edu/2015/nanowire-supercapacitors-energy-boost-0707  

（関連情報）  

      
Applied Materials & Interfaces 掲載論文(アブストラクトのみ；全文は有料) 
High-Performance Supercapacitors from Niobium Nanowire Yarns 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsami.5b02327  

  

http://yosemite.epa.gov/opa/admpress.nsf/bd4379a92ceceeac8525735900400c27/b7cd0898818434f785257e8100580d16!OpenDocument
http://yosemite.epa.gov/opa/admpress.nsf/bd4379a92ceceeac8525735900400c27/b7cd0898818434f785257e8100580d16!OpenDocument
http://www2.epa.gov/green-chemistry/presidential-green-chemistry-challenge-winners
https://www.llnl.gov/news/project-aims-use-probiotic-bacteria-protect-algal-crops-and-increase-ecosystem-resilience
https://www.llnl.gov/news/project-aims-use-probiotic-bacteria-protect-algal-crops-and-increase-ecosystem-resilience
http://www.netl.doe.gov/newsroom/news-releases/news-details?id=20643e48-0895-41ac-a3cb-385bb5eb71cf
http://www.netl.doe.gov/newsroom/news-releases/news-details?id=20643e48-0895-41ac-a3cb-385bb5eb71cf
http://newsoffice.mit.edu/2015/nanowire-supercapacitors-energy-boost-0707
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsami.5b02327
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【新エネルギー分野（バイオマス）】   
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・ﾏｻﾁｭｰｾｯ
ﾂ工科大学

(MIT) 

    2015/7/10 

バイオ燃料の生成量を向上 
(Boosting biofuel production) 

・ MITが糖からより多くのエタノールをイーストに生成させるシンプルな方法を発見。カリウムと酸性還元化
合物の添加により、生成中の高濃度エタノールに対するイーストの耐性が向上しイーストが死滅することな
く遺伝子組換した工業用イーストに比して多量のエタノールを生成。また、ガソリンの直接代替となるブタノ
ールへの耐性も。さらに、イーストのエタノール耐性を制御する 2 種の遺伝子を特定し、前述の化合物の添
加無しでも工業用イーストを上回る性能のイーストを開発。 
・ 以前イーストにリン酸カリウムを添加したところ、エタノール生成量が大幅に増加。リン酸塩が pH 中和剤
として機能し混合物の酸性度を減少させることがその理由であることを発見。同化合物の添加によりキシ
ロースも完全に消費してエタノール生成量が 50%超増加。 
・ この一連の研究結果からイーストが死滅する「毒性機構」の仮説も提案。今回の化学物質添加と遺伝子
組換の組合せのアプローチの影響について綿密に研究中。 

URL:  http://newsoffice.mit.edu/2015/boosting-biofuel-production-0710  

（関連情報）  

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ；全文は有料) 

Engineering alcohol tolerance in yeast 

URL:  http://www.sciencemag.org/content/346/6205/71  

 
3-18 

 

欧州連合
(EU)・ 

Horizon 
2020 

    2015/7/14 

画期的バイオ燃料製造施設の建設計画を発表 
(Breakthrough biofuel production facility announced) 

・ 製鉄・鉱業大手のアルセロール・ミッタル社と炭素リサイクルの LanzaTech 社、鉄鋼業への技術とサービ
ス提供を行う Primetal Technologies 社が、ヨーロッパで初となる、製鉄プロセスで生成される廃ガスからバ
イオエタノールを生産する商業規模の施設の建設を発表。バイオエタノールは主に燃料の混合に使用され
る予定だが、さらにドロップインジェット燃料等への加工も可能。 
・ Horizon2020 より計 1,020 万ユーロの資金を獲得。 
・ 同パイロットプラントはベルギーのゲントにあるアルセロール・ミッタル社の製鉄所内にて今年着工、バイ
オエタノール製造は 2017 年半ばに開始の予定。2017 年半ばまでに先ず年間 16,000 トンのエタノール生産
能力を確保し、2018 年内にはエタノールの年間生産能力を計 47,000 トンへ拡大。 

URL:  
http://horizon2020projects.com/sc-bioeconomy/breakthrough-biofuel-production-facility-anno
unced/  

（関連情報）  

      

アルセロール･ミッタル社のプレスリリース 

ArcelorMittal, LanzaTech and Primetals Technologies announce partnership to construct breakthrough €
87m biofuel production facility 

URL:  http://corporate.arcelormittal.com/news-and-media/news/2015/july/13-07-2015  

  

http://newsoffice.mit.edu/2015/boosting-biofuel-production-0710
http://www.sciencemag.org/content/346/6205/71
http://horizon2020projects.com/sc-bioeconomy/breakthrough-biofuel-production-facility-announced/
http://horizon2020projects.com/sc-bioeconomy/breakthrough-biofuel-production-facility-announced/
http://corporate.arcelormittal.com/news-and-media/news/2015/july/13-07-2015
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【新エネルギー分野（燃料電池・水素）】   
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・DOE・国立
エネルギー
技術研究所

(NETL) 

    2015/7/13 

DOE が固体酸化物形燃料電池技術の推進に向け研究プロジェクトを採択 
(DOE Selects Research Projects to Advance Solid Oxide Fuel Cell Technology) 

・ DOE の国立エネルギー技術研究所(NETL)が、固体酸化物形燃料電池(SOFC)技術研究 16 プロジェクト
に資金提供を決定。2 課題の内、1 つはプロトタイプ SOFC システムの設計、構築およびフィールド実証、2
つ目はセル、スタック技術の信頼性、頑健性、耐久性の向上を図るイノベーションの促進。 
・ プロジェクトの 1 つは 400kWe の天然ガスを燃料とする SOFC 発電システムのフィールド実証。天然ガス
SOFC 分散型発電システムの 2020 年までの商業ベースの普及を意図。 
・ その他のプロジェクトは、現状の SOFC 技術の低コスト化のための革新的コンセプトと、設計向上のため
の中核技術のラボ・ベンチスケールプロジェクトの2つのトピックに分かれており、5～10年以内に産業用途
への技術移転が期待できるもの。 
・ 採択プロジェクトの詳細は本文を参照のこと。 

URL:  
http://www.netl.doe.gov/newsroom/news-releases/news-details?id=81cd8cee-7c9e-4cb5-a974
-bc5a06a7ced9  
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・ウィスコン
シン大学マ
ディソン校 

    2015/7/15 

効率的なエネルギー貯蔵に期待の燃料電池分子触媒を開発 
(Molecular fuel cell catalysts hold promise for efficient energy storage) 

・ ウィスコンシン大学マディソン校は、燃料電池の白金触媒の代替となり得る金属フリーの分子触媒シス
テムを開発。 
・ 化学産業で酸素を用いる触媒による好気的酸化反応と、燃料電池の酸素反応の顕著な類似性に注目。
同分子触媒はニトロキシルと窒素酸化物分子から構成され、電極と良好に反応し、酸素と効率的に反応。 
・ このような分子触媒が、白金触媒の効率に近づくことが可能なことを初めて示唆。分子触媒の利点とし
て、構造の改善を重ねることでさらなる効率向上が可能に。 

URL:  http://news.wisc.edu/23894  

（関連情報）  

      

ACS Central Science 掲載論文(アブストラクトのみ；全文は有料) 

High-Potential Electrocatalytic O2 Reduction with Nitroxyl/NOx Mediators: Implications for Fuel Cells and 
Aerobic Oxidation Catalysis 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acscentsci.5b00163  

 

 

おことわり 

本「海外技術情報」は、NEDO としての公式見解を示すものではありません。 
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http://www.netl.doe.gov/newsroom/news-releases/news-details?id=81cd8cee-7c9e-4cb5-a974-bc5a06a7ced9
http://www.netl.doe.gov/newsroom/news-releases/news-details?id=81cd8cee-7c9e-4cb5-a974-bc5a06a7ced9
http://news.wisc.edu/23894
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acscentsci.5b00163
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