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ｱﾒﾘｶ合衆国
･ペンシルベ
ニア州立大

学 

    2015/11/2 

ホウ素をドーピングしたグラフェンで超高感度センサーを開発 
(Ultrasensitive Sensors Made from Boron-Doped Graphene)  

・ ペンシルベニア州立大学が率いる国際研究チームが、ホウ素をドーピングしたグラフェンで超高感度
センサーを開発。研究チームには、グラフェン発見で 2010 年ノーベル賞を受賞した Konstantin 
Novoselov 氏と CNT の存在を発見した遠藤守信氏を含む。 
・ このホウ素グラフェン(BG)センサーは、窒素酸化物(NOx)では 10 億分の 1、アンモニアでは 100 万分
の 1 の極低濃度の有毒ガス分子を検出できる。これはグラフェンのみのセンサーに比して NOx では 27
倍、アンモニアでは 105 倍の感度。 
・ 同大学独自の bubbler-assisted CVD システムで 1 ㎠のホウ素ドープグラフェンシートを合成。超高感
度ガスセンサーの他、理論研究ではリチウムイオン蓄電池や電界効果トランジスタ(FET)の向上にも寄
与する可能性を示唆。 

URL:  http://news.psu.edu/story/378544/2015/11/02/research/ultrasensitive-sensors-made-boron
-doped-graphene  

（関連情報）  

      

PNAS 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料) 

Ultrasensitive gas detection of large-area boron-doped graphene 

URL:  http://www.pnas.org/content/early/2015/10/29/1505993112  
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英国・オック
スフォード大

学 

    2015/11/12 

水素に耐える鉄をどのように作るか？ 
(How can engineers make steel that doesn't baulk at hydrogen?) 

・ オックスフォード大学は、ケンブリッジ大学、インペリアル・カレッジ・ロンドン等と共同で水素脆化しな
い金属開発の大規模なプロジェクトを実施中。金属の水素脆化の原因を解明して、水素に耐える鉄の
開発を目指す。 
・ プロジェクト期間 1年が経過する中、オックスフォード大学の研究チームは、水素による金属の脆弱化
が 1)金属結晶欠陥での水素原子の積層、2)金属結晶の粒界への水素の集合という 2 つの競合する要
因の組み合わせで起こると予測し、同プロセスを様々なスケールで実施することで要因の確定を目指
す。 
・ また、従来のコーティングによる材料保護の代替策として金属材料中に一連の内部トラップを設けて
侵入する水素を捕獲する方法を研究。現時点ではカーバイド(炭化物)が有力候補。 

URL:  
http://www.ox.ac.uk/news/science-blog/how-can-engineers-make-steel-doesnt-baulk-hydro
gen  

（関連情報）  

      
EPSRC資金提供によるオックスフォード大学、ケンブリッジ大学、シェフィールド・カレッジ、インペリアル・
カレッジ・ロンドン、キングス・カレッジ・ロンドン間の共同プロジェクト 
HEmS (Hydrogen in metals – from fundamentals to the design of new steels)  
URL:  http://www.hems.ox.ac.uk/  

 

《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) 

    2015/11/17 

調整できる金属ケージゲルを開発 
(Chemists create adaptable metallic-cage gels) 

・ MITが、メタロゲルと金属有機ケージを組み合わせたハイブリッド材料、polyMOCsを開発。ポリマーゲ
ルの柔軟性と金属ベースクラスタによる堅固な構造を併せ持ち、ドラッグデリバリーを始め、水素貯蔵や
水質浄化等に適応した機能を持たせることが可能。 
・ (金属原子に結合できる有機化合物である)リガンドに結び付いたポリマーを混合することで球体や車
輪型等の 3D 形状を作る、メタロ超分子アセンブリ技術をベースとした。 
・ パラジウムに結合できるピリジン基 2 つを含むリガンドを使用して堅固なケージ構造を作成。フレキシ
ブルなポリマーリンカーがケージ間を結び大きな自己組織ゲルを構成。その中の通常「欠陥」とされるケ
ージ間を結ばない余剰のポリマー鎖のリガンドを新たな機能性分子に置き換えて材料特性を変換・向上
させる。 
・ 今回の研究では、蛍光分子のピレンと置き換えることで元来の機械的特性等を変えずに強力な蛍光
性を持つゲルを作成。 

URL:  http://news.mit.edu/2015/chemists-create-adaptable-metallic-cage-gels-1117   

（関連情報）  

      

Nature Chemistry 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料) 

Highly branched and loop-rich gels via formation of metal–organic cages linked by polymers 

URL:  http://www.nature.com/nchem/journal/vaop/ncurrent/full/nchem.2390.html  
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・フロリダ州
立大学 

    2015/11/17 

安価で高性能な LED を開発 
(Researchers create cheaper, high performing LED) 

・ フロリダ州立大学が、有機金属ハライドペロブスカイトを使用した新タイプの高機能発光ダイオード
(LED)を開発。ペロブスカイトは LED に期待の材料であるものの、性能改良の余地があった。 
・ ペロブスカイトの材料特性の微調整とデバイス構造制御で高輝度を実現。光度 10,000 カンデラ/㎡及
び駆動電圧 12V(コンピュータスクリーンには 400 カンデラ/㎡で十分)。 
・ 同材料は研究室で 30 分ほどで製造、フルデバイスは半日で製造・試験を完了。 
・ ハイブリッドペロブスカイトは湿気に弱いが、今回のナノ構造ペロブスカイトは化学的に安定している
ため、高度な製造インフラが不要。将来的にコスト効果的な製造に寄与。 

URL:  http://news.fsu.edu/Top-Stories/Researchers-create-cheaper-high-performing-LED  

（関連情報）  

      

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

Bright Light-Emitting Diodes Based on Organometal Halide Perovskite Nanoplatelets 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201503954/full  

【電子･情報通信分野】  
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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 

    2015/10/30 

フレキシブル・フォトトランジスタの新記録 
(UW–Madison engineers reveal record-setting flexible phototransistor) 

・ ウィスコンシン大学が高速・高反応性のフレキシブルなシリコン・フォトトランジスタを新たに開発。デジ
カメから人工衛星等まで光センサー利用のあらゆる製品の性能の向上に期待。 
・ 同大学の革新的な”flip-transfer”製造方法では、完成したトランジスタを樹脂基板上に裏返して配
置。光を反射する金属層が下層になるため、極薄シリコン層が効率よく光を吸収。オプティカルシステム
にフィットするよう形状を変化させられる。 
・ さらにこのシリコン層の下に電極を配置し、金属層と共に反射層として機能。 

URL:  http://news.wisc.edu/24146  

（関連情報）  

      

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

Flexible Phototransistors Based on Single-Crystalline Silicon Nanomembranes 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adom.201500402/abstract;jsessionid=D81024BCAF9
59DFC9A8AA3AEDDF1A1AA.f04t02  

9-6 
英国・ランカ
スター大学 

    2015/11/10 

セキュリティーに革新をもたらす偽造不可能な ID を開発 
(Invention of forge-proof ID to revolutionize security) 

・ ランカスター大学は、原子をベースとした偽造不可能な ID による物体の認証方法を開発。同大学の
スピンアウトである Quantum Base 社が商業化予定。 
・ 現在の認証システムは、複製防止タグやパスワードによる保護等複製の難しさに基づいているが、偽
造や盗難、ハッキング等安全性に問題あり。 
・ 同大学が開発した量子技術を用いたナノスケールの Q-ID デバイスは、パスワードが不要でコピーや
クローンが不可能。既存のチップ製造プロセスに導入可能であるため、既存の認証技術のコスト効果的
かつ大量生産可能で有力な代替候補となる。 

URL:  http://www.lancaster.ac.uk/news/articles/2015/invention-of-forge-proof-id-to-revolutionise-
security/  

http://news.mit.edu/2015/chemists-create-adaptable-metallic-cage-gels-1117
http://www.nature.com/nchem/journal/vaop/ncurrent/full/nchem.2390.html
http://news.fsu.edu/Top-Stories/Researchers-create-cheaper-high-performing-LED
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201503954/full
http://news.wisc.edu/24146
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adom.201500402/abstract;jsessionid=D81024BCAF959DFC9A8AA3AEDDF1A1AA.f04t02
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adom.201500402/abstract;jsessionid=D81024BCAF959DFC9A8AA3AEDDF1A1AA.f04t02
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（関連情報）  

      

マンチェスター大学リリース記事  

Security will take a quantum leap thanks to ‘atomic fingerprinting' 

URL:  
http://www.manchester.ac.uk/discover/news/security-will-take-a-quantum-leap-thanks-to-a
tomic-fingerprinting/  

（関連情報）  

      

Nature Scientific Reports 掲載論文(フルテキスト) 

Using Quantum Confinement to Uniquely Identify Devices 

URL:  http://www.nature.com/articles/srep16456  

【ﾛﾎﾞｯﾄ技術分野】   
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ﾄﾞｲﾂ連邦共
和国・ﾌﾗｳﾝ
ﾎｰﾌｧｰ協会

(FhG) 

    2015/11/2 

手術室で手助けするロボットハンド 
(The helping hand in the operation room) 

・ フラウンホーファー協会が身振りで制御できる手術支援ハンドを開発。 
・ 本装置はロボットのアームを連想させる設計で、ディスプレイ画面に医師の手の仮想イメージと道具
の位置を示す小さな点を表示し、「動かす」「持つ」「引っ込める」などの医師の動作に連動。内視鏡の位
置微調整など細かい動きにも対応可能、無菌状態を保てる点もメリット。 
・ 実際の手術中に医師が身振りで指令を伝えるのは困難である点を考慮して、発話（音声指令）により
制御できるバージョンを開発中。医師によるデモ機の試験的利用がすでに始まっており「人とロボットと
の協働」の効果や課題に今後注目が必要。 

URL:  
http://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2015/november/the-helping-hand-in-the
-operation-room.html  

【蓄電池・エネルギーシステム分野】  
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・ﾛｰﾚﾝｽﾘﾊﾞ
ﾓｱ国立研
究所(LLNL) 

    2015/11/5 

水素を利用しリチウムイオン蓄電池の性能を向上 
(Using hydrogen to enhance lithium ion batteries) 

・ ローレンスリバモア国立研究所が、水素添加処理を施したリチウムイオン蓄電池用グラフェンナノフォ
ーム電極がより高容量で迅速なリチウム輸送を示すことを発見。 
・ 同研究所の実験とマルチスケール計算が、欠陥の多いグラフェンの水素添加による周到な低温処理
がリチウム容量を向上させることを明らかに。水素とグラフェンの欠陥の相互作用により空いた小さな間
隙がリチウムの挿入を容易にし、リチウム輸送を向上。 
・ 水素が最も多く結合するエッジ付近のリチウムの挿入が向上したことで、可逆リチウム容量が増加。 
・ 水素が最も多く結着するエッジ付近のリチウムの結着性が向上したことで、可逆容量が増加。 

URL:  https://www.llnl.gov/news/using-hydrogen-enhance-lithium-ion-batteries  

（関連情報）  

      

Scientific Reports 掲載論文(フルテキスト) 

Universal roles of hydrogen in electrochemical performance of graphene: high rate capacity and 
atomistic origins 

URL:  http://www.nature.com/articles/srep16190#close  
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・ライス大学 

    2015/11/9 

粘土で作るより優れた高温度に耐える蓄電池 
(Clay makes better high-temp batteries) 

・ ライス大学とウェイン州立大学が、ベントナイト粘土とイオン液体を用いて厳しい環境に耐えられるリ
チウムイオン蓄電池を開発。 
・ 従来の有機電解質は低沸点のため 60℃を超える温度では利用不可。また固体電解質の蓄電池は
高温度でも作動するが、電解質と電極のつながりが悪化し性能が落ちる。 
・ 研究者らはベントナイト粘土とイオン液体を混合してスラリー状の電解質兼分離膜を作成。同電解質
は強靭で伝導性に優れ、電極への最大の表面積で確実な電流経路を提供。 
・ 最高 120℃の高温度下、120超の充放電サイクルで 3Vの安定した電位窓を示した。粘土ベースの電
解質では粘性が落ちていくが、最低 150℃まで堅牢性を維持できる。次の段階ではさらに高温度の耐久
性を目指す。 

URL:  http://news.rice.edu/2015/11/09/clay-makes-better-high-temp-batteries/  

（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) 

Quasi-Solid Electrolytes for High Temperature Lithium Ion Batteries 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.5b07636  

  

http://www.manchester.ac.uk/discover/news/security-will-take-a-quantum-leap-thanks-to-atomic-fingerprinting/
http://www.manchester.ac.uk/discover/news/security-will-take-a-quantum-leap-thanks-to-atomic-fingerprinting/
http://www.nature.com/articles/srep16456
http://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2015/november/the-helping-hand-in-the-operation-room.html
http://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2015/november/the-helping-hand-in-the-operation-room.html
https://www.llnl.gov/news/using-hydrogen-enhance-lithium-ion-batteries
http://www.nature.com/articles/srep16190#close
http://news.rice.edu/2015/11/09/clay-makes-better-high-temp-batteries/
http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.5b07636
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・ヴァンダー
ビルト大学 

    2015/11/11 

フールズゴールド(黄鉄鉱)量子ドットが蓄電池性能を向上させる 
(Quantum dots made from fool’s gold boost battery performance) 

・ ヴァンダービルト大学が、黄鉄鉱ナノ粒子(量子ドット)で蓄電池を開発。急速充電とこれまで以上の充
放電サイクルを実証。 
・ 黄鉄鉱は地球上で最も埋蔵量の多い物質で、石炭生産の副産物で安価なため使い捨てリチウム電
池で利用されている。電池で利用するナノ粒子サイズが 10nm(原子 40～50個分)まで微細化すると電解
質と化学反応を起こして充放電回数が減少するため、このようなサイズのナノ粒子は商業用リチウムイ
オン電池で利用不可能。 
・ 同大学は、一般的なリチウムボタン電池の電極に添加した 4～5nm の黄鉄鉱ナノ粒子が電池サイク
ルと充放電レート特性を大幅に向上することを確認。このナノ粒子の微細サイズが、黄鉄鉱の硫黄とリ
チウム(またはナトリウム)が反応する一方で黄鉄鉱中の鉄の表面への移動を促す。 

URL:  
http://news.vanderbilt.edu/2015/11/quantum-dots-made-from-fool%E2%80%99s-gold-boost-b
attery-performance/  

（関連情報）  

      

ACS NANO 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料) 

Ultrafine Iron Pyrite (FeS2) Nanocrystals Improve Sodium–Sulfur and Lithium–Sulfur Conversion 
Reactions for Efficient Batteries 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsnano.5b04700  
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スイス連邦
材料試験研
究所(EMPA) 

    2015/11/13 

環境に極めて優しい「フールズ・ゴールド(黄鉄鉱)蓄電池」 
(Super environmentally friendly: the “fool’s gold battery”) 

・ EMPA は、チューリッヒ工科大学と共同で黄鉄鉱を用いた蓄電池を開発。同蓄電池は負極にマグネシ
ウム、正極に黄鉄鉱(パイライト：結晶性硫化鉄)、マグネシウムイオンとナトリウムイオンから成る電解質
から構成されるナトリウム-マグネシウムハイブリッド蓄電池。 
・ 負極材料のマグネシウムは燃焼性のリチウムに比して安全性が極めて高い。研究室での試験では
性能劣化せず 40 充放電サイクルを確認。今後の最適化が必要。 
・ 同蓄電池の材料はすべて安価で豊富な供給が可能。 
・ 開発のポテンシャルとしては、電力ネットワークでの大規模エネルギー貯蔵蓄電池を想定。低出力の
ため EV 利用には不向きであるが、コスト、安全性、環境保全性に優れる。電解質の改善により電圧向
上とサイクル寿命の延長を目指す。 

URL:  http://www.empa.ch/plugin/template/empa/3/162509/---/l=2  

（関連情報）  

      

Chemistry of Materials 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料) 

Efficient and Inexpensive Sodium–Magnesium Hybrid Battery 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemmater.5b03531  
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ﾄﾞｲﾂ連邦共
和国・ミュン
ヘン工科大

学 

    2015/11/17 

中性子がリチウムイオン蓄電池の劣化プロセスを解明 
(Neutrons explain aging process in lithium ion batteries) 

・ ミュンヘン工科大学が、リチウムイオン蓄電池の劣化現象のメカニズムを解明。 
・ X 線回折・インピーダンス測定・即発ガンマ線放射化分析(PGAA)等の測定方法を電気化学的解明研
究に組み合わせ、様々な温度でのグラファイトの負極およびニッケル・マンガン・コバルトの正極からな
る蓄電池（いわゆる NMC蓄電池）の反応を分析。充放電サイクルにおける活性リチウムの損失を調査。 
・ 研究の結果、蓄電池の活性リチウムは様々な副反応（温度依存性が非常に高い）で徐々に消耗。ま
た、グラファイト負極上に付着したニッケル等の遷移金属が電解質の分解を促進させる等が判明。これ
らを踏まえての今後の改良が期待される。 

URL:  http://www.tum.de/en/about-tum/news/press-releases/short/article/32745/  

（関連情報）  

      

Journal of The Electrochemical Society 掲載論文(フルテキスト)  

Aging Analysis of Graphite/LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2 Cells Using XRD, PGAA, and AC Impedance  

URL:  http://jes.ecsdl.org/content/162/14/A2737.full  

  

http://news.vanderbilt.edu/2015/11/quantum-dots-made-from-fool%E2%80%99s-gold-boost-battery-performance/
http://news.vanderbilt.edu/2015/11/quantum-dots-made-from-fool%E2%80%99s-gold-boost-battery-performance/
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsnano.5b04700
http://www.empa.ch/plugin/template/empa/3/162509/---/l=2
http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemmater.5b03531
http://www.tum.de/en/about-tum/news/press-releases/short/article/32745/
http://jes.ecsdl.org/content/162/14/A2737.full
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【新エネルギー分野】   
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・国立再生
可能ｴﾈﾙｷﾞ
ｰ研究所
(NREL) 

    2015/11/19 

NREL が米国内の経済性のある再生可能エネルギーの発電電力量を試算 
(NREL Estimates Economically Viable U.S. Renewable Generation) 

・ 国立再生可能エネルギー研究所(NREL)の新レポートが、再生可能エネルギー（PV、風力、地熱、バ
イオマス、水力）発電の導入可能量算定に用いた geospatial analysis method（地理空間分析法）を解
説。同分析を適用した調査から、主にシステム等コストの急激な低下により、米国内の多くの地域で再
生可能エネルギー発電は経済性が見込めることが判明。 
・ 2014 年のコストでは、上記電源を全て合わせると、現在稼働中の当該設備からの電力量の他に
820TWh の導入が可能の試算。この追加分は 2014 年の米国の年間総発電電力量の約 20%に相当。
2020年に予想されるエネルギーコストでは、導入可能量は米国の年間総発電電力量の約半分に匹敵。
さらなるコスト削減により、2030年には 75%超。                               
・ 同レポートは、導入ポテンシャルを算定した 2012 年のレポートの続編。同レポートに含まれるのは、
州毎のシナリオ別推計値を記載する図表に加え、米国全体の試算。 

URL:  http://www.nrel.gov/news/press/2015/21598  

（関連情報）  

      

米国の再生可能エネルギー導入可能量の試算：方法と初期結果(フルレポート：PDF153 ページ） 

Estimating Renewable Energy Economic Potential in the United States: Methodology and Initial Results 

URL:  http://www.nrel.gov/docs/fy15osti/64503.pdf  

（関連情報）  

      

米国の再生可能エネルギー導入可能量の試算：方法と初期結果(ウェビナー資料：PDF28 ページ） 

Estimating Renewable Energy Economic Potential in the United States: Methodology and Initial Results 

URL:  http://www.nrel.gov/gis/pdfs/150901-webinar.pdf  

【新エネルギー分野(太陽光発電）】   
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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) 

    2015/10/28 

モノリシックなペロブスカイト/シリコンタンデム太陽電池が記録効率を達成 
(Monolithic perovskite/silicon tandem solar cell achieves record efficiency) 

・ ヘルムホルツ協会がスイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)と共同でモノリシックペロブスカイトとヘ
テロ接合シリコンタンデム太陽電池を開発。このタイプの構造において最高値の 18%の変換効率を達
成。開回路電圧は、1.78V。 
・ 通常使われる二酸化チタンに替えて低温で二酸化スズ層を成膜し、この上にペロブスカイトの薄い層
を回転塗布してホール伝導材料で覆い、これを破壊しない透明な保護層をトップコンタクトとして組み込
む点が革新的。 
・ さらに表面テキスチャーによる改善等で光損失を減少させ、効率を 25～30%まで増加させられる可能
性。 

URL:  http://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=14342;sprache=en;typoid=3228  

（関連情報）  

      

Royal Society of Chemistry 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料)  

Monolithic perovskite/silicon-heterojunction tandem solar cells processed at low temperature  

URL:  http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2015/EE/C5EE02965A#divAbstract  

9-15 

 

英国・リバプ
ール大学 

    2015/10/30 

太陽電池の新しい半導体材料を実証 
(Scientists demonstrate new semiconductor material for solar cell technology) 

・ リバプール大学は、国際共同研究において、安価で入手しやすい金属である亜鉛・スズ・窒素の化合
物（ZnSnN2）半導体に着目し、その革新的な調節プロセスを発見。現在太陽電池に利用される半導体
の代替として期待。 
・ 同材料の太陽電池用途にはバンドギャップが広すぎるとされていたが、完全に規則的な結晶格子に
ランダムに分散した亜鉛とスズ原子の不規則状態を導入することでバンドギャップの調節が可能である
ことを発見。他の材料系ではバンドギャップ調節に通常合金化や他元素の混合を活用する。 
・ 分子ビームエピタキシャル結晶成長法で温度等のパラメータを慎重に調整することで結晶のクオリテ
ィを制御。サンプルの多数に様々な不規則性を確認し、これらをバンドギャップエネルギーの大幅な減
少と相関させた。 

URL:  
http://www.liv.ac.uk/researcher-hub/news/articles/scientists-demonstrate-new-semiconduct
or-material-for-solar-cell-technology/  

（関連情報）  

      

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

Band Gap Dependence on Cation Disorder in ZnSnN2 Solar Absorber 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.201501462/abstract  

  

http://www.nrel.gov/news/press/2015/21598
http://www.nrel.gov/docs/fy15osti/64503.pdf
http://www.nrel.gov/gis/pdfs/150901-webinar.pdf
http://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=14342;sprache=en;typoid=3228
http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2015/EE/C5EE02965A#divAbstract
http://www.liv.ac.uk/researcher-hub/news/articles/scientists-demonstrate-new-semiconductor-material-for-solar-cell-technology/
http://www.liv.ac.uk/researcher-hub/news/articles/scientists-demonstrate-new-semiconductor-material-for-solar-cell-technology/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.201501462/abstract
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9-16 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・ﾛｰﾚﾝｽﾊﾞｰ
ｸﾚｰ国立研
究所(LBNL) 

    2015/11/11 

マルチバンド太陽電池開発への道 
(On the way to Multiband Solar Cells) 

・ ローレンスバークレー国立研究所が、窒化ガリウムヒ素(GaNAs)を中間バンドとして利用した太陽電
池において、価電子-中間、中間-伝導、価電子-伝導の 3 種のバンド間全てで電荷移動が実際に同時
に生じていることを初めて実証。 
・ 今回の研究では、光子吸収ではなく、電圧を加えた際の光子放出に着目して、同電池セル構造にお
いて 2色のエレクトロルミネッセンス発光ピークを同時に観察し、それらが 3 種のバンド間の電荷移動に
対応するものと結論。 
・ 同研究成果は、中間バンド型太陽電池による広範囲の太陽光スペクトル利用の実現だけでなく、同
セル構造を多色発光体(LED)として利用する可能性も開くもの。今後は同太陽電池の材料特性とデバイ
ス設計の最適化を通じて、変換効率の向上を図る予定。 

URL:  http://newscenter.lbl.gov/2015/11/11/on-the-way-to-multiband-solar-cells/  

 9-17 
 

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) 

    2015/11/16 

DOE が新たな太陽エネルギー発電技術の上市に向けて約 2,300 万ドルの資金提供を発表 
(Energy Department Announces Nearly $23 Million in Awards to Bring New Solar Technologies to 
Market) 

・ DOEが、SunShotイニシアティブの一環として、様々な技術における太陽エネルギーシステムのコスト
を大幅に低減する民間企業の 23 プロジェクトに対し、2,270 万ドルの資金提供を行うと発表。 
・ この「Technology to Market」プログラムは、従来は SunShotイニシアティブプログラムにおいて別々の
ものであった「Incubator」、「Solar Manufacturing Technology (SolarMaT)」、「Scaling Up Nascent PV at 
Home (SUNPATH)」の 3種のプログラムを合体したもので、また、DOEの Clean Energy Manufacturingイ
ニシアティブの一部を構成。 
・ 採択された各種プロジェクトの目標は、PV、太陽追尾システム、PV と負荷・貯蔵機器の統合、グリッド
モニタリング、パワーエレクトロニクス等の技術コスト、およびハードウェア以外の「ソフトコスト」の低減。 
・ 同プログラムは、11/18 締切で第 2 回公募も実施済み。 

URL:  
http://energy.gov/eere/articles/energy-department-announces-nearly-23-million-awards-brin
g-new-solar-technologies  

（関連情報）  

      

採択プロジェクトの詳細 

SunShot Technology to Market 

URL:  http://energy.gov/eere/sunshot/sunshot-technology-market  

【省エネルギー分野】  
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・DOE・ｴﾈﾙ
ｷﾞｰ高等研
究計画局
(ARPA-E) 

    2015/11/23 

エネルギー長官がパリの COP21に先立って革新的エネルギー技術プロジェクト 41件に 1億 2,500万ド
ルを資金提供 
(Secretary Moniz Awards $125 Million for 41 Transformational Energy Technology Projects Ahead of 
COP21 in Paris)                                                               

・ DOE エネルギー高等研究計画局(ARPA-E)が、最先端エネルギー技術に関する新規プロジェクト 41
件に対し、「OPEN 2015」プログラムの下で 1億 2,500 万ドルの資金提供を行うと発表。 
・ ARPA-EのOPEN公募は、同局のエネルギーミッションの全範囲を対象として、技術的・商業的インパ
クトを有するものの民間投資には時期尚早な革新的技術を支援するもので、2009 年と 2012 年にも実
施。 
・ 今回の公募では、21州から輸送、発送電、エネルギー効率を含む 10の技術カテゴリーのプロジェクト
を採択。プロジェクト実施者の内訳は、大学が約 36%、中小企業が約 39%、大企業と国立研究所がそれ
ぞれ 10%、非営利団体が 5%。 

URL:  
http://arpa-e.energy.gov/?q=news-item/secretary-moniz-awards-125-million-41-transformati
onal-energy-technology-projects-ahead  

（関連情報）  

      

採択プロジェクトの一覧（PDF12ページ） 

OPEN 2015 PROJECT SELECTIONS 

URL:  http://go.usa.gov/cTHVW  

  

http://newscenter.lbl.gov/2015/11/11/on-the-way-to-multiband-solar-cells/
http://energy.gov/eere/articles/energy-department-announces-nearly-23-million-awards-bring-new-solar-technologies
http://energy.gov/eere/articles/energy-department-announces-nearly-23-million-awards-bring-new-solar-technologies
http://energy.gov/eere/sunshot/sunshot-technology-market
http://arpa-e.energy.gov/?q=news-item/secretary-moniz-awards-125-million-41-transformational-energy-technology-projects-ahead
http://arpa-e.energy.gov/?q=news-item/secretary-moniz-awards-125-million-41-transformational-energy-technology-projects-ahead
http://go.usa.gov/cTHVW
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【政策（計算科学）】  

9-19 

 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・ｱﾙｺﾞﾝﾇ国
立研究所

(ANL) 

    2015/11/13 

INCITE プログラムが計算科学プロジェクト 56 件に対してスパコン使用を許諾 
(INCITE grants awarded to 56 computational research projects) 

・ DOE科学局が、科学上の最難関課題に取り組むべく新たな発見とイノベーションの加速を目指す 56
プロジェクトに対し、米国内の 2台のスーパーコンピュータを合計 58億コア時間使用する権利を与えると
発表。 
・ 産学官から採択された各プロジェクトが目指すのは、持続可能なエネルギー技術から次世代材料ま
で多岐にわたる分野における、重要領域に関する知識の増大。 
・ このグラントは、DOEのアルゴンヌ国立研究所とオークリッジ国立研究所のリーダーシップ演算施設
への主要なアクセス手段として策定された、「Innovative and Novel Computational Impact on Theory and 
Experiment (INCITE)」プログラムを通じて提供。2004年の初回（3プロジェクト、500万コア時間）と比較し
て、今回の提供時間は 1,000 倍超。 

URL:  http://www.anl.gov/articles/incite-grants-awarded-56-computational-research-projects  

（関連情報）  

      

採択プロジェクトの詳細（PDF56ページ） 

2016 INCITE Fact Sheets 

URL:  http://www.doeleadershipcomputing.org/awards/2016INCITEFactSheets.pdf  
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