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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾛｰﾚﾝｽﾊﾞｰｸﾚ
ｰ国立研究所

(LBNL) 

    2016/1/6 

新合金が驚くほど強靭な理由をナノスケールで解明 
(A Nanoscale Look at Why a New Alloy is Amazingly Tough) 

・ LBNLが、これまでで最も強靭な金属合金の一つである CrMnFeCoNiを透過電子顕微鏡(TEM)で観
察し、複数のナノスケールメカニズムを特定。 
・ 同合金は室温で驚異的な靱性と強度を示し、延性・引張強度・耐破壊性に優れる。低温環境ではさ
らに靱性と強度が増すため、液化天然ガスの貯蔵タンク等、極低温用途に適する可能性。 
・ 同研究チームの観察により、同合金においては複数のメカニズムが相乗作用することで損傷の拡
大を防いでいることが判明。中でも、亀裂伝播を抑制するブリッジは、複合材料やセラミックに共通す
る強靭化メカニズムだが、非強化金属ではあまり見られないもの。今回の解明は、今後の超耐破壊性
合金設計のための研究指針となるもの。 
・ 同合金は 5 種以上の原子をおよそ同量含む高エントロピー合金の一種。強度を向上させる低速の
完全転位と、靱性を向上させる高速の部分転位という、せん断応力に関する 2 つの現象が新たに観
察されたほか、原子配列が部分的に変化する「3 次元積層欠陥(three-dimensional stacking fault 
defects)」と呼ばれる現象により、亀裂の成長が阻止されて硬度が増すことも判明。 
URL:  http://newscenter.lbl.gov/2016/01/06/new-alloy-amazingly-tough/  

（関連情報）  

      
Nature Communications 掲載論文(フルテキスト) 
Nanoscale origins of the damage tolerance of the high-entropy alloy CrMnFeCoNi 
URL:  http://www.nature.com/ncomms/2015/151209/ncomms10143/full/ncomms10143.html  
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スイス連邦工
科大学チュー
リッヒ校（チュ
ーリッヒ工科
大学） (ETH) 

    2016/1/6 

スマートフォンのナノウォール 
(Nanowalls for smartphones) 

・ チューリッヒ工科大学が、タッチスクリーン用の透明電極を新たな 3D ナノプリンティング技術を利用
して作成。 
・ 同大学が 3年前に開発した「Nanodrip」という 3Dプリンティング技術でガラス表面上に金または銀の
裸眼では見えない極薄の「ナノウォール」を構築。従来材料の ITO よりも導電性と透過性が高く、より
速く正確なタッチスクリーン作動と優れたスクリーン品質を実現。 
・ 「ナノウォール」は、金や銀ワイヤの幅(80～500nm)の 2～4 倍の高さで、これにより高い導電性に加
えて透過性を確保。 
・ 次の課題は、同大学のスピンオフ企業である Scrona と共同し、産業規模での製造。Nanodrip 技術
では、ITO電極を製造するクリーンルームが不要なためコスト効果にも優れる。太陽電池や有機 EL技
術も可能性の高いアプリケーション。 

URL:  https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2016/01/nanowalls-for-smartph
ones.html  

（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) 
Electrohydrodynamic NanoDrip Printing of High Aspect Ratio Metal Grid Transparent Electrodes 
URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.201503705/abstract  

 

《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) 

    2016/1/7 

太陽の熱を貯蔵する新方法 
(A new way to store solar heat) 

・ MITが、日中に太陽光を貯蔵後必要に応じて熱として放出でき、ガラス窓や衣類等多様な表面に貼
り付けられる透明ポリマーフィルム材料を新たに開発。 
・ 溶液での利用のみが可能であった Solar thermal fuels (STF)として知られる化学ベースのエネルギ
ー貯蔵材料を、耐久性を有する安価な材料の固体ポリマーで初めて実現。 
・ 同ポリマー材料は、太陽光に反応して分子配列を変えるアゾベンゼンを利用し、2 段階の簡便でス
ケーラブルなプロセスで製造。アゾベンゼンは微少な熱パルスによる刺激で元の配列に戻り、より多く
の熱を放出。同材料の化学組成を改変し、エネルギー密度を向上させた。 
・ 本研究のスポンサーである BMW 社が、車両のフロントガラスの結氷除去用途に関心を示す。今後
は、透明性や放出熱の温度を含む同ポリマー材料の特性を向上させる。 

URL:  http://news.mit.edu/2016/store-solar-heat-0107  

（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) 

Solid-State Solar Thermal Fuels for Heat Release Applications 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.201502006/abstract  
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ｱﾒﾘｶ合衆国･
ペンシルベニ
ア州立大学 

    2016/1/11 

汚染物資、爆発物や疾病の単一分子による検出が可能に 
(Single molecule detection of contaminants, explosives or diseases now possible) 

・ ペンシルベニア州立大学が、表面増強ラマン散乱(surface-enhanced Raman scattering: SERS)と液
体を含浸させた滑らかな多孔質表面(slippery liquid-infused porous surface: SLIPs)を組み合わせた技
術で、気体、液体、固体のサンプルから多様な化学・生物種の単一分子検出を可能にするセンサープ
ラットフォームを開発。 
・ 同技術は、分析化学、分子診断、環境モニタリング、国家安全保障での新たなアプリケーションの
可能性を拓くもの。 

URL:  
https://www.mri.psu.edu/mri/news/single-molecule-detection-contaminants-explosives-or-
diseases-now-possible  

（関連情報）  

      

米国科学アカデミー紀要(PNAS)掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料) 

Ultrasensitive surface-enhanced Raman scattering detection in common fluids 

URL:  http://www.pnas.org/content/early/2015/12/29/1518980113  
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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) 

    2015/1/14 

三次元金属積層造形プロセスの物理現象を概観 
(Researchers outline physics of metal 3D printing) 

・ LLNL が、3D プリンタにより作製された金属部品の品質向上を目的に、積層造形プロセスを科学的
に理解できる粉体モデルとパーツスケールモデルの開発プロジェクトを実施中。 
・ 研究チームの包括的な粉体モデルは溶融池の形成、進行、凝固に係るもので、レーザーの出力、
速度、ビームのサイズと形状が様々な金属にどう影響するか理解を深め、新材料のパラメータ決定に
有効。パーツスケールモデルは、金属のレーザー加工パラメータに応じて生じる応力と熱の影響を計
算し、部品全体の三次元積層をシミュレーション。変形と積層中の応力の予測精度改善に。モデル化
により完成に至るまでの挙動が可視化され、予測される完成品の形状に補正を加えることも可能。 
・ これらの物理モデルにデータマイニング技術と不確実性分析を組み合わせることで、複数回の試作
にコストをかけず金属部品の最適化が可能と説明。 

URL:  https://www.llnl.gov/news/researchers-outline-physics-metal-3d-printing  

（関連情報）  

      

Applied Physiscs Reveiews 掲載論文(フルテキスト） 

Laser powder bed fusion additive manufacturing of metals; physics, computational, and materials 
challenges  

URL:  http://scitation.aip.org/content/aip/journal/apr2/2/4/10.1063/1.4937809  
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【電子･情報通信分野】  
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ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・ユーリヒ総
合研究機構 

    2016/1/14 

デジタルデータ保存の新構想 
(New Concept for Digital Data Storage) 

・ ユーリヒ総合研究機構等が反強磁性材料の磁気モーメントの切替えと読出しの電気的制御に成
功。 
・ 銅砒化マンガンからできたサンプルを用いて、ある種の反強磁性体の磁気モーメントの配列が電気
パルスにより制御できることを実証。スピンと平行した流れの電流が個々のスピンに量子力学的トル
クを起こしスピンを 90 度傾ける。材料の電気抵抗がスピンの方向に依存する性質を利用して磁気情
報を読み出す。反強磁性体を用いれば強磁性体の場合に比べて 10 倍高速でスピンの切り替えが可
能であることを指摘。 
・ 室温で反強磁性を示す材料は一般的に数多くあり、デバイスの小型化・効率化の実現可能性が拡
大。 

URL:  
http://www.fz-juelich.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/UK/EN/2016/16-01-14digitaldata
storage.html  

（関連情報）  

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は会員登録後に閲覧可能) 

Electrical switching of an antiferromagnet 

URL:  http://science.sciencemag.org/content/early/2016/01/13/science.aab1031  

（関連情報）  

      

英国・ノッティンガム大学発表記事 

First all-antiferromagnetic memory device could get digital data storage in a spin 

URL:  
http://www.nottingham.ac.uk/news/pressreleases/2016/january/first-all-antiferromagnetic-
memory-device-could-get-digital-data-storage-in-a-spin.aspx  

（関連情報）  

      

MMM Intermag 2016 Joint Conference ウェブサイト（2016 年 1月 11～15 日 サンディエゴ開催）  

URL:  http://www.magnetism.org/   
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ｻﾝﾃﾞｨｱ国立
研究所(SNL) 

    2016/1/16 

信号処理システムを一新する可能性を持つ無類のフォノニックフィルタ 
(Unique phononic filter could revolutionize signal processing systems) 

・ SNL が強力な信号フィルタリング技術を開発。現在この極薄高周波フィルタ構造は実験室の段階だ
が、3～5 年後に製品化の見込み。 
・ 同デバイスは、光として入射する高周波信号を暫時的に音に変換することで低速になった信号を効
率的にアナログ操作後、音を光に再変換し光を発信。ナノ・オプトメカニカルカップリングと呼ばれる複
合的アプローチは、光の高帯域幅(最大 20GHz の周波数で実証。100GHz まで容易に拡大)とフォノニ
ックフィルタによる線形性と鋭い共振特性を組み合わせたもの。広い周波数域において信号の歪みは
僅少で、光子-音子変換のエネルギー消費はこの高分解能とのトレードオフ。 
・ 窒化ケイ素の薄膜上にパターンを形成することで機械的特性(波動伝播特性)を変化させたフォノニ
ック結晶が、音響信号を伝達。光信号を捕捉する導波路はシリコン製。このデュアルシステムによりデ
バイスの音響・光学特性の相互干渉を避け、これらを最適化。また、同デバイスはオンチップ光検出
器やその他電子機器に組み込みが可能。 
・ 本研究は DARPAより約 500万ドルの資金援助を受けており、イェール大学他との共同研究。 

URL:  https://share.sandia.gov/news/resources/news_releases/phononic_filter/#.VrlRKW58GpQ  

（関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト) 

Control of coherent information via on-chip photonic–phononic emitter–receivers 

URL:  http://www.nature.com/ncomms/2015/150305/ncomms7427/full/ncomms7427.html  

  

http://www.fz-juelich.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/UK/EN/2016/16-01-14digitaldatastorage.html
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http://www.nottingham.ac.uk/news/pressreleases/2016/january/first-all-antiferromagnetic-memory-device-could-get-digital-data-storage-in-a-spin.aspx
http://www.nottingham.ac.uk/news/pressreleases/2016/january/first-all-antiferromagnetic-memory-device-could-get-digital-data-storage-in-a-spin.aspx
http://www.magnetism.org/
https://share.sandia.gov/news/resources/news_releases/phononic_filter/#.VrlRKW58GpQ
http://www.nature.com/ncomms/2015/150305/ncomms7427/full/ncomms7427.html
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【環境・省資源分野】  
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2016/12/22 

廃車のバッテリーで太陽電池を作る 
(Solar energy from discarded car batteries) 

・ MITが廃車の鉛蓄電池から回収した鉛を使って、近年エネルギー変換効率が 20%に向上したペロブ
スカイト太陽電池を作る簡便な方法を開発。 
・ 車輛から取り出した鉛蓄電池を切り開けて電極 2 本から鉛を取り出し、ヨウ化鉛のパウダーを合
成。このパウダーを溶液に溶かして、回転するディスクに落としてペロブスカイトの薄膜を作成。このよ
うな簡単なプロセスで鉛蓄電池から鉛を回収してペロブスカイト太陽電池製造に利用。同方法は簡単
にスケールアップと商業化が可能。 
・ ヨウ化鉛は回収したものと市販のものとを比較すると、ペロブスカイト薄膜に合成後、ナノ結晶構造
や光吸収能力が同等、また太陽電池での試験で光起電性能が同等であることを確認。 
・ 長期的には鉛を代替する毒性の無い物質の利用が理想的であるため、鉛の一部をより環境に優し
い物質に置き換える研究も実施。 

URL:  http://news.mit.edu/2015/solar-energy-discarded-car-batteries-1222  

（関連情報）  

      

Energy & Environmental Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料) 

Environmentally responsible fabrication of efficient perovskite solar cells from recycled car batteries  

URL:  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/ee/2014/c4ee00965g#!divAbstract  

【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･
ペンシルベニ
ア州立大学 

    2016/1/6 

内蔵センサーでリチウムイオン蓄電池を安全に利用する 
(Built in sensors make lithium-ion batteries safer) 

・ ペンシルベニア州立大学が、リチウムイオン蓄電池利用の安全性を高める内部センサーを開発。
可燃性液体電解質は熱暴走により発火の可能性があり、安全性が懸念。 
・ Internal reaction temperature sensing (RTS)と呼ばれる技術で、蓄電池内に配置した温度センサー
が直接内部温度をモニターし、表面センサーよりも温度上昇を素早く正確に把握して、内部の過熱を
検知すると電流を遮断する。 
・ 同 RTS 内部センサー開発は、同大学によるスマート・バッテリー開発への主要なステップ。スマート
・バッテリーでは多数の内蔵センサーやアクチュエーターがバッテリー性能、寿命、安全性を向上させ
る。 

URL:  
http://news.psu.edu/story/386303/2016/01/06/research/built-sensors-make-lithium-ion-b
atteries-safer  

（関連情報）  

      

Scientific Reports 掲載論文（フルテキスト） 

Reaction temperature sensing (RTS)-based control for Li-ion battery safety 

URL:  http://www.nature.com/articles/srep18237  
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾛｰﾚﾝｽﾊﾞｰｸﾚ
ｰ国立研究所

(LBNL) 

    2015/1/11 

技術が重要：カソードの新製法がより良い蓄電池をもたらす可能性 
(Technique Matters: A Different Way to Make a Cathode May Mean Better Batteries) 

・ LBNL、ブルックヘブン国立研究所、SLAC 国立加速器研究所の共同研究チームが、シンプルな噴
霧熱分解技術を用いて、車載用リチウムイオン蓄電池向けとして有望なリチウム・ニッケル・マンガン・
コバルト複合酸化物(NMC)カソードの表面反応性を抑える方法を発見。 
・ ニッケルは同カソードの主たる電気活性成分であり、高電圧サイクルでは、カソードの表面反応性
を抑えることで材料劣化を防ぐ必要がある。同カソードの表面ニッケル量を減少させ表面反応性を抑
えつつニッケル含有量を増大できれば、より低価格かつ高エネルギー密度のリチウムイオン蓄電池が
実現可能。今回の研究で、NMC カソード粒子表面上のニッケル量を噴霧熱分解によって低減できるこ
とが判明。 
・ 噴霧熱分解技術は薄膜やパウダー製造で既に実用化されているが、蓄電池作製での利用例は少
ない。 
・ 次の課題は、組成勾配がより大きい、すなわちカソード表面のニッケル量がより少ない材料の設計
と、チタン置換等による機能向上により、同蓄電池の容量とエネルギー密度をさらに増大すること。 

URL:  
http://newscenter.lbl.gov/2016/01/11/technique-matters-a-different-way-to-make-a-cath
ode-may-mean-better-batteries/  

（関連情報）  

      
Nature Energy 掲載論文（フルテキスト） 
Metal segregation in hierarchically structured cathode materials for high-energy lithium batteries 
URL:  http://www.nature.com/articles/nenergy20154  

（関連情報）  

      
ブルックヘブン国立研究所のリリース記事 
Unique Two-Level Cathode Structure Improves Battery Performance 
URL:  https://www.bnl.gov/newsroom/news.php?a=11802  

http://news.mit.edu/2015/solar-energy-discarded-car-batteries-1222
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/ee/2014/c4ee00965g#!divAbstract
http://news.psu.edu/story/386303/2016/01/06/research/built-sensors-make-lithium-ion-batteries-safer
http://news.psu.edu/story/386303/2016/01/06/research/built-sensors-make-lithium-ion-batteries-safer
http://www.nature.com/articles/srep18237
http://newscenter.lbl.gov/2016/01/11/technique-matters-a-different-way-to-make-a-cathode-may-mean-better-batteries/
http://newscenter.lbl.gov/2016/01/11/technique-matters-a-different-way-to-make-a-cathode-may-mean-better-batteries/
http://www.nature.com/articles/nenergy20154
https://www.bnl.gov/newsroom/news.php?a=11802
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（関連情報）  

      

SLAC 国立研究所のリリース記事 

A Simple Way to Make Lithium-ion Battery Electrodes that Protect Themselves 

URL:  
https://www6.slac.stanford.edu/news/2016-01-11-simple-way-make-lithium-ion-battery-el
ectrodes-protect-themselves.aspx  

13-11 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
スタンフォード

大学 

    2016/1/11 

高温で停止し冷却すると再作動する蓄電池をスタンフォード大学が開発 
(New Stanford battery shuts down at high temperatures and restarts when it cools) 

・ スタンフォード大学が、過熱する前に機能を停止し、冷めると動作を再開するリチウムイオン蓄電池
を初めて開発。同蓄電池の発火を防止するものと期待。 
・ 同研究チームは、最近開発した体温モニタリング用のウェアラブルセンサーを応用。ナノスケール
の突起を有するニッケル微粒子をグラフェンでコーティングして弾性ポリエチレン薄膜に埋め込み、同
薄膜を蓄電池電極の一方に取り付けた。過熱時には同薄膜が風船のように熱膨張するため、互いに
接触していたニッケル微粒子が引き離されて電流が流れなくなる仕組み。 
・ 実験では、同蓄電池の温度が 70℃を超えるとすぐに動作を停止し、70℃に戻ると再び作動。作動
停止温度は、粒子数やポリマー材料の種類により調整可能。従来のアプローチと比較して信頼性が
高く、迅速かつ可逆的なメカニズムによって、蓄電池の高性能と安全性を両立。 

URL:  
https://energy.stanford.edu/news/new-stanford-battery-shuts-down-high-temperatures-an
d-restarts-when-it-cools  

（関連情報）  

      

Nature Energy 掲載論文（フルテキスト） 

Fast and reversible thermoresponsive polymer switching materials for safer batteries 

URL:  http://www.nature.com/articles/nenergy20159  

13-12 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ｱﾙｺﾞﾝﾇ国立
研究所(ANL) 

    2016/1/12 

安定した「超酸化物」が新型蓄電池への扉を開く 
(Stable "superoxide" opens the door to a new class of batteries)                

・ ANLが率いる国際研究チームが、放電中のリチウム空気蓄電池において、電極にイリジウムナノ粒
子-還元グラフェン酸化物を用い、電極の孔を詰まらせる過酸化リチウム(Li2O2)の代わりに安定的な
超酸化リチウム(LiO2)を生成させることに成功。 
・ LiO2は容易にリチウムと酸素に解離するため、高効率かつサイクル寿命が長く、空気中から酸素を
取り込む必要のないクローズドシステムのリチウム空気蓄電池の実現につながる可能性。同蓄電池
のエネルギー密度は、リチウムイオン蓄電池の 5 倍と予測。 
・ 実験では、電極中のイリジウム原子のスペースが LiO2の成長に寄与。イリジウムが LiO2成長の良
いテンプレートとして機能。今後も同蓄電池のメカニズムの理解を深めるべく、触媒設計法の探求を継
続。 

URL:  http://www.anl.gov/articles/stable-superoxide-opens-door-new-class-batteries  

（関連情報）  

      
Nature 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料) 
A lithium–oxygen battery based on lithium superoxide 
URL:  http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature16484.html  

13-13 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2016/1/13 

溶融金属を使った新しい蓄電池を開発 
(A battery made of molten metals) 

・ MITは、2010年にスピンオフ企業であるAmbri社を設立して電力グリッドでのエネルギー貯蔵に適し
た大容量、安価、長寿命の液体金属蓄電池開発を継続中。 
・ 同蓄電池は上部と下部の液体電極の間に電解質の溶融塩を挟む構造で、各化学物質の密度が異
なるため混合せず 3 層に分かれて作動。 
・ Ambri 社設立当時は、電池上部電極にマグネシウム、電解質に塩化マグネシウムを含む塩混合
物、下部電極にアンチモンを使用。ただし液体状態を維持するため 700℃の作動温度を要したため、
上部電極にリチウム、下部電極に鉛-アンチモン合金等、代替物を開発してより低温度(450℃)での作
動を達成。直近では、下部に鉛-ビスマス合金、上部にナトリウム金属、電解質にハロゲン化物-水酸
化物(hydroxide-halide)を使った概念実証セルで 270℃の作動温度を実現。 
・ Ambri 社は液体金属蓄電池の製造プラントを建設して製造プロセス向上を継続し、次は多数セルを
統合して大規模蓄電池化するプロセス自動化を目指す。 
・ 商業用液体蓄電池の成分は公表されていないが、過去 4 年間、同一の物質で研究を継続中。また
最終的な課題の各セルの低コスト空気漏れ防止シーリングを開発中。 
・ シーリングが完成後、蓄電池製造を開始し、ハワイ等でプロトタイプのフィールドテスト実施予定。
MIT では最適な化学物質について研究を継続。 

URL:  http://news.mit.edu/2016/battery-molten-metals-0112  

（関連情報）  

      
Journal of The Electrochemical Society 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料) 
Low-Temperature Molten Salt Electrolytes for Membrane-Free Sodium Metal Batteries 
URL:  http://jes.ecsdl.org/content/162/14/A2729  

https://www6.slac.stanford.edu/news/2016-01-11-simple-way-make-lithium-ion-battery-electrodes-protect-themselves.aspx
https://www6.slac.stanford.edu/news/2016-01-11-simple-way-make-lithium-ion-battery-electrodes-protect-themselves.aspx
https://energy.stanford.edu/news/new-stanford-battery-shuts-down-high-temperatures-and-restarts-when-it-cools
https://energy.stanford.edu/news/new-stanford-battery-shuts-down-high-temperatures-and-restarts-when-it-cools
http://www.nature.com/articles/nenergy20159
http://www.anl.gov/articles/stable-superoxide-opens-door-new-class-batteries
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature16484.html
http://news.mit.edu/2016/battery-molten-metals-0112
http://jes.ecsdl.org/content/162/14/A2729
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13-14 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ｴﾈﾙｷﾞｰ省

(DOE) 

    2016/1/14 

DOEが電力グリッドの近代化に対する 2 億 2 千万ドルの資金提供を発表 
(DOE Announces $220 Million in Grid Modernization Funding) 

・  DOE が、同局の Grid Modernization イニシアティブの一環として、新たに包括的な「Grid 
Modernization Multi-Year Program Plan (MYPP)」を発表。さらに、先進的エネルギー貯蔵システム、ク
リーンエネルギー統合、規格と試験手順を初めとする、電力グリッド近代化の鍵となる様々な領域に
おいて、国立研究所とそのパートナーが実施する重要研究開発への支援として、3 年間で最大 2 億 2
千万ドルを資金提供すると発表。 
・ 同イニシアティブの目的は、エネルギー貯蔵とスマートビルディングを活用して従来の電力源と再生
可能エネルギー源を統合しつつ、近年増大しているサイバーセキュリティや気候変動に関わる数々の
課題に対する米国の電力グリッドの信頼性と安全性を確立すること。 
・  発表された MYPP は、DOE が先日公開した「Quadrennial Energy Review and Quadrennial 
Technology Review」の概念と推奨事項に基づき、近代的な電力グリッドの実現に向けた研究開発実
証アジェンダの計画を示したもの。 
・ 今回の資金提供は、14 の DOE 国立研究所と多数の産学および地方自治体で構成される Grid 
Modernization Laboratory Consortium を通じて実施。採択予定プロジェクト 80 件超の詳細は、関連情
報を参照のこと。 

URL:  http://energy.gov/articles/doe-announces-220-million-grid-modernization-funding  

（関連情報）  

      
採択予定プロジェクトの一覧 
DOE Grid Modernization Laboratory Consortium (GMLC) - Awards 
URL:  http://energy.gov/doe-grid-modernization-laboratory-consortium-gmlc-awards  

（関連情報）  

      
MYPPの本文（PDF198 頁、全文をダウンロード可能） 
Grid Modernization Multi-Year Program Plan 

URL:  http://energy.gov/sites/prod/files/2016/01/f28/Grid%20Modernization%20Multi-Year%20Pro
gram%20Plan.pdf  

（関連情報）  

      
LBNLのリリース記事 
Berkeley Lab Launches New Projects for Grid Modernization 

URL:  http://newscenter.lbl.gov/2016/01/14/berkeley-lab-launches-new-projects-for-grid-moder
nization/  

（関連情報）  

      
ANLのリリース記事 
Argonne to lead 8 DOE Grid Modernization Projects 
URL:  http://www.anl.gov/articles/argonne-lead-8-doe-grid-modernization-projects  

13-15 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ｴﾈﾙｷﾞｰ省

(DOE) 

    2016/1/15 

米国電力グリッドの最適化に向けた新たな選択肢を検証する新規プロジェクト 7 件に対して DOE が
1,100 万ドルの資金提供を発表 
(DOE Announces $11 Million for Seven New Projects to Test New Options for Optimal Efficiency of 
the U.S. Electric Grid) 

・ DOE エネルギー高等研究計画局(ARPA-E)が、米国電力グリッドの改良に資する実際的かつオー
プンアクセスのモデルとデータリポジトリの開発を行う 7件の革新的プロジェクトに対し、1,100万ドルを
資金提供すると発表。 
・ 本資金提供は、同局の新プログラム「Generating Realistic Information for the Development of 
Distribution and Transmission Algorithms (GRID DATA)」の下で実施。同プログラムは、前日に DOEが
発表した「Grid Modernization Multi-Year Program Plan (MYPP)」を受けたもの。 
・ 同プログラムの目的は、最新のコンピューティング技術や最適化ソフトウェアを活用して開発された
新アルゴリズムの検証用モデルの開発。さらに、新しい最適化技術の正確な試験・評価方法の開発
において、セキュリティ等の問題から公開できないグリッドの実データの代わりとなる、新たなモデルと
データリポジトリの作成。 
・ 採択プロジェクトのうち 5件は、革新的な最適化・制御アルゴリズムの開発と検証に用いる詳細なシ
ミュレーションモデルを開発。これによりグリッドの柔軟性とエネルギー効率を向上し、再生可能発電
技術のグリッド統合コストの低減を目指す。他の 2 件は、開発された電力システムモデルを保存する
双方向かつ公共のリポジトリを作成。採択プロジェクトの詳細は関連情報を参照のこと。 

URL:  
http://www.energy.gov/articles/doe-announces-11-million-seven-new-projects-test-new-o
ptions-optimal-efficiency-us-electric  

（関連情報）  

      

同プログラムの詳細（ARPA-Eウェブサイト） 

Generating Realistic Information for the Development of Distribution and Transmission Algorithms 
(GRID DATA): PROJECT DESCRIPTIONS 

URL:  
http://arpa-e.energy.gov/sites/default/files/documents/files/GRIDDATA_ProjectDescription
s_Final.pdf  

  

http://energy.gov/articles/doe-announces-220-million-grid-modernization-funding
http://energy.gov/doe-grid-modernization-laboratory-consortium-gmlc-awards
http://energy.gov/sites/prod/files/2016/01/f28/Grid%20Modernization%20Multi-Year%20Program%20Plan.pdf
http://energy.gov/sites/prod/files/2016/01/f28/Grid%20Modernization%20Multi-Year%20Program%20Plan.pdf
http://newscenter.lbl.gov/2016/01/14/berkeley-lab-launches-new-projects-for-grid-modernization/
http://newscenter.lbl.gov/2016/01/14/berkeley-lab-launches-new-projects-for-grid-modernization/
http://www.anl.gov/articles/argonne-lead-8-doe-grid-modernization-projects
http://www.energy.gov/articles/doe-announces-11-million-seven-new-projects-test-new-options-optimal-efficiency-us-electric
http://www.energy.gov/articles/doe-announces-11-million-seven-new-projects-test-new-options-optimal-efficiency-us-electric
http://arpa-e.energy.gov/sites/default/files/documents/files/GRIDDATA_ProjectDescriptions_Final.pdf
http://arpa-e.energy.gov/sites/default/files/documents/files/GRIDDATA_ProjectDescriptions_Final.pdf
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【新エネルギー分野】  

13-16 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2016/1/6 

微少な屈曲運動からエネルギーを獲得 
(Harnessing the energy of small bending motions) 

・ MIT が、歩行をはじめ多様な動きや活動からエネルギーを捕獲する環境発電に関する新システム
を開発。 
・ 摩擦帯電・圧電効果に基づき微小な挙動からエネルギーを捕獲する従来デバイスは、人間のほぼ
すべての挙動の時間サイクルには適合せず、また高い電気抵抗と曲げ剛性を有し、高価な場合も。 
・ 新システムは、2 枚のリチウム合金薄膜を電極として、イオンを効果的に輸送する液体電解質で浸
した多孔質ポリマーを挟んだ構造。機械エネルギーを取り込んで発電。微量な曲げでもレイヤード構
造が圧力差を発生させ、電極からリチウムイオンを絞り出し、ポリマー電解質を介して他方の電極に
輸送。また、他のデバイスが直接使える電流を作る。 
・ 第一世代デバイスの実証では効率が 15%であったが、多様なサイズで製造可能で産業用製造プロ
セスに対応できる。 
・ テストデバイスでは、1,500 サイクル後もほぼ性能に変化が無く特性を維持。ウェアラブルデバイス
の他にバイオメディカルでの利用や道路や橋梁等のストレスセンサー電源としての利用も可能。 

URL:  http://news.mit.edu/2016/harnessing-energy-bending-motions-0106  

（関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト) 

Electrochemically driven mechanical energy harvesting 

URL:  http://www.nature.com/ncomms/2016/160106/ncomms10146/full/ncomms10146.html  

13-17 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ジョージア工
科大学 

    2016/1/11 

2 段階のパワーマネジメントシステムでエネルギー捕獲効率を向上 
(Two-Stage Power Management System Boosts Energy-Harvesting Efficiency) 

・ ジョージア工科大学が、摩擦ナノ発電で歩行等の人間の不規則な挙動から捕獲する交流エネルギ
ーを直流に変換してモバイルデバイスに電力を供給するパワーマネジメントと貯蔵の 2 段階システム
を実証。 
・ まず、捕獲された交流電流エネルギーが小型キャパシタに貯蔵され、このキャパシタが充満すると
パワーマネジメント回路が電力をバッテリーまたはより大型のキャパシタに送り込む。この 2 番目の貯
蔵デバイスがウェアラブルやモバイルデバイス等に適切な電圧で直流電流を供給。 
・ エネルギー貯蔵デバイスと摩擦ナノ発電機のインピーダンスを整合させることで、システムのエネル
ギー捕獲効率を 1%から最大 60%に向上。 
・ 同マネジメントシステムは最小 100μワットを発電する摩擦発電機で利用でき、同システム作動に消
費する電力は全出力を最大で 330 倍に増大させミリワットレベルにして使用。 
・ ポータブルエレクトロニクスデバイスの他に、センサーネットワークでの利用で電池交換が不要な長
時間作動も可能に。 
・ 次の段階では電子回路の小型化を目指す。 

URL:  
http://www.ien.gatech.edu/news/two-stage-power-management-system-boosts-energy-har
vesting-efficiency  

（関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト) 

A universal self-charging system driven by random biomechanical energy for sustainable operation of 
mobile electronics 

URL:  http://www.nature.com/ncomms/2015/151123/ncomms9975/full/ncomms9975.html  

 

 

 

 

  

http://news.mit.edu/2016/harnessing-energy-bending-motions-0106
http://www.nature.com/ncomms/2016/160106/ncomms10146/full/ncomms10146.html
http://www.ien.gatech.edu/news/two-stage-power-management-system-boosts-energy-harvesting-efficiency
http://www.ien.gatech.edu/news/two-stage-power-management-system-boosts-energy-harvesting-efficiency
http://www.nature.com/ncomms/2015/151123/ncomms9975/full/ncomms9975.html
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【新エネルギー分野（太陽光発電）】  

13-18 

ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・ミュンヘン
工科大学 

    2016/1/7 

X 線でプラスチック太陽電池製品の詳細が明らかに 
(X-rays reveal details of plastic solar cell production) 

・ ミュンヘン工科大学が、有機太陽電池の製造過程の電子供与体、電子受容体およびそのインター
フェースにおいて分子レベルで起こっているプロセスの観察に成功。 
・ 水溶性でプリンタを用いて簡単に製造できる有機太陽電池につき、プラスチックフィルムに印刷する
際の分子とそのプロセスを X 線の利用により可視化し、フィルムの乾燥時に異なる位相を確認。 
・ 電子受容体の凝集が始まり、電子供与体の結晶化が続いて起こり、電子受容体の凝集体を押して
互いに接近。この時のインターフェースの間隔距離が変換効率に影響。そのためこのプリントプロセス
の制御が重要。また、製造スピードが最終効率に影響することも明示。 
・ 今後、このプロセスの制御方法を確立し、有機太陽電池の産業的製品の効率向上や最適化への
活用を目指す。 

URL:  http://www.tum.de/en/about-tum/news/press-releases/short/article/32860/  

（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) 

Following the Morphology Formation In Situ in Printed Active Layers for Organic Solar Cells 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.201501580/full  

【新エネルギー分野（バイオマス）】  

13-19 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾛｰﾚﾝｽﾊﾞｰｸﾚ
ｰ国立研究所

(LBNL) 

    2016/1/13 

バイオ燃料のワンストップ・ショップ 
(One-Stop Shop for Biofuels) 

・ DOEの Joint BioEnergy Insititute (JBEI)が、セルロース性バイオマスからエタノールを生産する「高
比重 (high-gravity)」ワンポットプロセスを開発。 
・ 同プロセスは水使用量と廃棄物量を最小限に抑えながら、前例のないエタノール収量を実現。イオ
ン性液体を用いた前処理と酵素的糖化および酵母発酵の組み合わせによって、高濃度の発酵性糖を
生産。そこから最終的に、燃料変換コストが低い高力価（high-titer)セルロース性エタノールを生産す
る。 
・ この新プロセスを可能にしたのは、商用の酵素混合物と微生物が耐えることのできる、アミノ酸由来
の再生可能なイオン性液体の発見と使用。これによって分離・回収等の工程が不要になり、コストを
大幅に低減。 
・ さらに、このイオン性液体はバイオ燃料精製所の副産物であるリグニンとヘミセルロースから作られ
る「バイオニック(bionic)」な液体であるため、バイオマス消化率が向上。エタノール工業生産での蒸留
による収率を上回る、1 リットル当たり 41.1 グラムのエタノール力価収率を実現。 
・ 現在は、ガソリンエンジンに対するドロップインバイオ燃料生産について、同プロセスの適用を研究
中。さらなる収量の増大と、バイオマス中の糖をすべて利用できる微生物の開発が今後の課題。 

URL:  http://newscenter.lbl.gov/2016/01/13/one-stop-shop-for-biofuels/  

（関連情報）  

      

Energy and Environmental Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料) 

Transforming biomass conversion with ionic liquids: process intensification and the development of a 
high-gravity, one-pot process for the production of cellulosic ethanol 

URL:  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2015/ee/c5ee02940f#!divAbstract  

  

http://www.tum.de/en/about-tum/news/press-releases/short/article/32860/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.201501580/full
http://newscenter.lbl.gov/2016/01/13/one-stop-shop-for-biofuels/
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2015/ee/c5ee02940f#!divAbstract
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【新エネルギー分野（燃料電池・水素）】  

13-20 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
デラウェア大

学 

    2016/1/15 

燃料電池開発のブレイクスルー 
(Fuel cell breakthrough) 

・ デラウェア大学が、高価な白金触媒をニッケルのような金属でできた安価なものと置き換えることに
より水素燃料電池のコストが低減可能であると報告。 
・ 新しい水酸化物イオン交換膜燃料電池において、動作環境を酸性環境からアルカリ性環境に切り
替えることによりニッケルが白金の活動に匹敵することを実証。 
・ この水酸化物イオン交換膜燃料電池を自動車に搭載し手頃な価格（$23,000程度）で燃料電池自動
車を普及させることで、水素社会を支えるインフラの開発促進を目指す。 

URL:  http://www.udel.edu/udaily/2016/jan/fuel-cells-catalyst-011416.html  

（関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト) 

Nickel supported on nitrogen-doped carbon nanotubes as hydrogen oxidation reaction catalyst in 
alkaline electrolyte 

URL:  http://www.nature.com/ncomms/2016/160114/ncomms10141/full/ncomms10141.html  

 

 

 

 

 

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。 

記載されている内容については情報の正確さについては万全を期しておりますが、内容に誤りのある可能性もあります。NEDOは

利用者が本情報を用いて行う一切の行為について、何ら責任を負うものではありません。 

本技術情報資料の内容の全部又は一部については、私的使用又は引用等著作権法上認められた行為として、適宜の方法により

出所を明示することにより、引用・転載複製を行うことが出来ます。ただし、NEDO以外の出典元が明記されている場合は、それぞれ

の著作権者が定める条件に従ってご利用下さい。 

http://www.udel.edu/udaily/2016/jan/fuel-cells-catalyst-011416.html
http://www.nature.com/ncomms/2016/160114/ncomms10141/full/ncomms10141.html

