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ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・フリードリ
ヒ・シラー大学
イェーナ 

    2016/1/14 

調節可能な材料が最先端光学の道を開く 
(Tunable Materials Clear the Way for Advanced Optics) 

・ フリードリヒ・シラー大学イェーナ等が、透明－不透明や導電体－絶縁体の相転移材料である二酸
化バナジウムの転移点を所望の温度に設計する方法を開発。 
・ これまで二酸化バナジウムの相転移温度を変化させるには不純物を導入する手法が用いられてき
たが、これは材料の全表面を一様に変えてしまう。今回の新方法においては、二酸化バナジウムの特
定領域にエネルギーイオンを衝突させ、20nm の精密さで材料の制御が可能。また、同時に複合的な
相転移をもつ高効率なメタ表面を生成。 
・ 今後、新たなタイプの光学偏光機器材料の開発に期待。 

URL:  http://www.uni-jena.de/en/Research+News/FM160114_Phasenuebergang_en.html  

（関連情報）  

      

NANO Letters 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料) 

Active Optical Metasurfaces Based on Defect-Engineered Phase-Transition Materials 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.5b04122  

（関連情報）  

      

ウィスコンシン大学発表記事 

Tunable materials clear the way for advanced optics 

URL:  https://www.engr.wisc.edu/news/archive/2016/9058.html  

14-2 
ｱﾒﾘｶ合衆国・
テキサス大学 

    2016/1/14 

ナノ粒子で描くバブルペンを開発 
(Engineers invent a bubble-pen to write with nanoparticles) 

・ テキサス大学が、マイクロ泡を利用して表面にナノ粒子で刻み込みや書き込みをするバブル・リソ
グラフィーデバイスを開発。 
・ 基板にエッチング処理をする従来のリソグラフィー技術では、ナノ粒子の特性や機能を損なわずに
任意の特定の場所に正確に配置が困難であった。 
・ マイクロ泡がナノ粒子を丁寧に輸送することで、ナノ粒子を様々な形状、サイズ、構成、ナノ構造間
距離に調整。 
・ バブルペンデバイスのレーザー照射で蒸発した水からできたマイクロ泡がナノ粒子を引き寄せて捕
え、レーザーで泡にナノ粒子を移動させる。レーザーが停止すると泡は消滅して表面にナノ粒子が残
る。レーザーの出力調整でマイクロ泡のサイズが変更できる。 
・ 従来のリソグラフィーに対するバブルペン・リソグラフィーの利点は、より迅速にプロトタイプやデバ
イス・材料のアイデアのテストに利用できること。またナノ材料やデバイスの大規模で低コストな製造
の可能性を有すること。 
・ 今後は産業規模のナノ材料・デバイス生産に多重ビームプロセッシング開発やモバイル版の開発
を予定。 

URL:  http://news.utexas.edu/2016/01/15/engineers-invent-bubble-pen-lithography-technique  

 

《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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（関連情報）  

      

Nano Letters 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料) 

Bubble-Pen Lithography 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.5b04524  

14-3 

豪・モナシュ
大学 

    2016/1/14 

革新的な新しいグラフェンエラストマーが人肌の感度を超える 
(Revolutionary new graphene elastomer exceeds sensitivity of human skin) 

・ モナシュ大学がグラフェンから超軽量、多孔質でフレキシブルなエラストマー（G－エラストマー）を開
発。 
・ スポンジのような質感の新材料は、圧力と振動に対し高感度で人間の皮膚の反応範囲をはるかに
超えており、従来の高分子エラストマーと比べて反応時間も非常に速い。 
・ 義手や介護ロボットへの適用をはじめ、次世代のフレキシブルな電子デバイス製造への応用が期
待される。 

URL:  
http://monash.edu/news/show/revolutionary-new-graphene-elastomer-exceeds-sensitivity
-of-human-skin  

（関連情報）  

      

Advanced Materials 掲載論文(フルテキスト) 

Ultrafast Dynamic Piezoresistive Response of Graphene-Based Cellular Elastomers 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201503957/epdf  

（関連情報）  

      

HORIZON2020Projects 関連記事 

Study: Graphene more sensitive than skin 

URL:  
http://horizon2020projects.com/excellent-science/study-graphene-more-sensitive-than-ski
n/  

14-4 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
カリフォルニ
ア大学ロサン
ゼルス校
(UCLA) 

    2016/1/19 

グラフェンバリアでナノエレクトロニクスを作る分子を正確に制御 
(UCLA scientists create graphene barrier to precisely control molecules for making nanoelectronics) 

・UCLA が金の基板に望み通りの分子配置を可能にする、微小な穴をもつグラフェンシートを開発。人
間の毛髪の 1万分の 1サイズのデバイスの物理的形状や電子特性を制御するパターンを作成。脳信
号を記録するためのセンサー開発に有用。 
・従来のナノリソグラフィーによる分子パターニング方法よりも効率的にナノエレクトロニクスやナノバイ
オエレクトロニックデバイスの製造が可能となる。 

URL:  
http://newsroom.ucla.edu/releases/ucla-scientists-create-graphene-barrier-to-precisely-c
ontrol-molecules-for-making-nanoelectronics  

（関連情報）  

      

ACS NANO 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料) 

Holey Graphene as a Weed Barrier for Molecules 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.5b03936  
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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 

    2016/1/20 

新しいナノシート成長技術がナノテク産業に革新をもたらす可能性 
(New nanosheet growth technique has potential to revolutionize nanotechnology industry) 

・ ウィスコンシン大学が、通常では原子層を作らない化合物から 2 次元ナノシートを合成する新技術
を初めて開発。 
・ 2 次元材料にはグラファイトの単一層のグラフェン等があるが、種類は限定されている。他の材料を
使った 2 次元ナノシートの合成・製造方法の開発はナノテク産業の長年の目標。 
・ 亜鉛イオンを含む液体の表面に、特別に配合した界面活性剤を加えると、負に帯電した硫酸塩イオ
ンが液体の方向を向き、界面活性剤が液体表面上で単一層を形成。硫酸塩イオンは液体中の正電
荷をもつ亜鉛イオンを液体表面に引き寄せ、数時間後に原子層数層の酸化亜鉛ナノシートが完成す
る。 
・ この酸化亜鉛ナノシートは、自然な酸化亜鉛と反対の挙動をする p 型半導体トランジスタとして機
能。この界面活性剤を利用したナノシート合成技術を金やパラジウム等の他の材料にも適用。2 次元
材料分野に新たな機能性材料をもたらすと期待。 

URL:  
https://www.engr.wisc.edu/new-nanosheet-growth-technique-has-potential-to-revolutionize
-nanotechnology-industry/  

（関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト) 

Nanometre-thick single-crystalline nanosheets grown at the water–air interface 

URL:  http://www.nature.com/ncomms/2016/160120/ncomms10444/full/ncomms10444.html  
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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) 

    2016/1/21 

COF と MOFに新たな物語を紡ぐ 
(Weaving a New Story for COFS and MOFs) 

・ LBNL とカリフォルニア大学バークレー校の国際共同研究チームが、らせん状の有機繊維を織り上
げることにより、3次元のCOF (共有結合性有機構造体)を初めて作製。同手法で作製されたCOFは、
従来の COF に比して構造的柔軟性、弾力性、可逆性が著しく優れる。 
・ 多孔質 3 次元結晶である COF と MOF(金属有機構造体)は、いずれも内部表面積が非常に大きく
標的分子を大量に貯蔵できるため、特に CO2 分離での利用が有望。また、内部に触媒を埋め込むこ
とで、CO2 の還元等、特定の機能を実行させることも可能。 
・ 同チームは、有機化合物フェナントロリン(phenanthroline)の繊維を織り上げて「COF-505」と呼ばれ
るイミンベースの構造体を作製するためのテンプレートとして、銅(I)錯体を使用。X 線回折と電子線回
折を用いた特性解析によれば、この織物構造を変えずに、銅(I)イオンを COF-505 から繰り返し除去・
復元することが可能。同COFを脱金属すると弾性は 10倍に増大したが、金属復元後は元の剛性を回
復。 
・ この織物構造は MOF やナノ粒子、ポリマーにも適用できることから、これらの材料による薄膜や電
子デバイスの製造も可能。 

URL:  http://newscenter.lbl.gov/2016/01/21/weaving-a-new-story-for-cofs-and-mofs/  

（関連情報）  

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料) 

Weaving of organic threads into a crystalline covalent organic framework 

URL:  http://science.sciencemag.org/content/351/6271/365  

14-7 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2016/1/22 

自己積層するナノグリッド 
(Self-stacking nanogrids) 

・ MIT は、上部層ワイヤを下部層ワイヤに対して直交方向に自己組成させてメッシュ構造等を作るブ
ロック共重合ワイヤの積層技術を初めて開発。メモリやオプティカルチップ、さらには次世代コンピュー
タプロセッサ製造を実現する自己組成技術に期待。 
・ ブロック共重合体を構成する炭素ベースポリマーとシリコンベースポリマーが互いに化学的に反発
し、シリコンベースポリマーが炭素ベースポリマーに包まれた円柱（ワイヤ）を形成。酸素プラズマにさ
らすとカーボンベースポリマーが燃焼してシリコンが酸化し、ガラスのようなワイヤを残す。このプロセ
スを繰り返すことで、最初の層に対して自発的に直角に向くワイヤの層を組成。 
・ しかし、このワイヤは直接、電子材料としては有用でないため、今後は機能性ポリマーで同構造を
再現するためコンピュータシミュレーションでポリマーの方向を制御する主要因を調査。 
・ その結果、下部層ワイヤの構造が上部層ワイヤの方向を制御することと、上部層と下部層間に弱
い化学相互作用があることを発見。これにより同様な挙動をするポリマー特定が可能。 

URL:  http://news.mit.edu/2016/self-stacking-polymer-nanowires-chips-0122  

（関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト) 

Multilayer block copolymer meshes by orthogonal self-assembly 

URL:  http://www.nature.com/ncomms/2016/160122/ncomms10518/full/ncomms10518.html  
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ライス大学 

    2016/1/22 

電子レンジでナノチューブの純度を向上 
(Microwaved nanotubes come up clean) 

・ ライス大学と英国・スウォンジー大学は共同で、電子レンジを使ってカーボンナノチューブ(CNT)を精
製する方法を開発。CNT はマイクロエレクトロニクス等多様に利用されるが、ドラッグデリバリーや太
陽電池等高感度利用アプリケーションでは高度に精製された CNT が重要。 
・ CNT 生成時チューブ内外に積層する金属触媒の残渣の鉄等が原料ガスの炭素原子の層に包みこ
まれ、精製プロセスでの除去が困難になる。 
・ 新プロセスでは、1,000W の電子レンジで CNT に残った非結晶の炭素を燃焼し、その高温度塩素に
よる処理でほぼすべての鉄粒子を除去。 

URL:  http://news.rice.edu/2016/01/22/microwaved-nanotubes-come-up-clean/   

（関連情報）  

      

RCS Advances 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料) 

Enhanced purification of carbon nanotubes by microwave and chlorine cleaning procedures 

URL:  http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2016/RA/C5RA24854J#!divAbstract  

  

http://newscenter.lbl.gov/2016/01/21/weaving-a-new-story-for-cofs-and-mofs/
http://science.sciencemag.org/content/351/6271/365
http://news.mit.edu/2016/self-stacking-polymer-nanowires-chips-0122
http://www.nature.com/ncomms/2016/160122/ncomms10518/full/ncomms10518.html
http://news.rice.edu/2016/01/22/microwaved-nanotubes-come-up-clean/
http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2016/RA/C5RA24854J#!divAbstract
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ライス大学 

    2016/1/25 

グラフェン複合材料で翼の結氷を防ぐ 
(Graphene composite may keep wings ice-free) 

・ ライス大学が、エポキシ樹脂にグラフェンナノリボンを混合した導電性のコーティング剤を開発。冬
季天候下の航空機や風力タービン、送電線等の結氷を効果的にリアルタイムでの防止が期待。 
・ 少量の電圧を加えると、コーティング剤の発するジュール熱が表面の結氷を溶解する。 
・ ナノリボン含有率 5%以下のコーティング剤をヘリコプターのローターブレードに薄く塗装してブレード
先端にニッケルスリーブを取り付けたラボ試験の結果では、コーティング剤が 200℉に加熱され、最高
で 600℉の熱に耐えることを確認。 
・ さらに、コーティング剤が落雷から航空機を守り追加的な電磁遮蔽層の機能も付与。 

URL:  http://news.rice.edu/2016/01/25/graphene-composite-may-keep-wings-ice-free-2/  

（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) 

Composites of Graphene Nanoribbon Stacks and Epoxy for Joule Heating and Deicing of Surfaces 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.5b11131  

【電子･情報通信分野】  
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2016/1/20 

スイッチイングできる材料で新しいメモリーチップが期待 
(Switchable material could enable new memory chips) 

・ MIT が、少量の電圧を加えることで結晶相と電子特性が金属と半導体のものに切り替わる、遷移金
属酸化物のストロンチウムコバルタイト(SrCoOx)薄膜材料を開発。不揮発性メモリーチップや触媒、さ
らには燃料電池やリチウムイオン蓄電池電極等でのアプリケーションに期待。 
・ 30mV(0.03V)の電圧を加えた SrCoOx の単位格子当たりの酸素原子の数が変わることで、ペロブス
カイト構造(酸素原子多数)とブラウンミラライト構造(酸素原子少数)の 2種の構造間を切り替わる。イッ
トリア安定化ジルコニア基板にブラウンミラライト結晶相の極薄膜を蒸着した材料に加圧した際の相転
移を in-situ X 線回折で観察。 
・ 昨年、オークリッジ国立研究所が環境中でガス圧力と温度を変えることで同材料の相が切り替わる
基本原理を開発したが、利用中のデバイス特性の実用的な制御方法ではなかった。 
・ 今後は同材料の異なる構造での電子特性の理解を深め、メモリやエネルギーアプリケーション用に
他の酸化物でもこのアプローチを適用する。 

URL:  http://news.mit.edu/2016/switchable-material-memory-chips-0120  

（関連情報）  

      

NANO Letters 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料) 

Voltage-Controlled Topotactic Phase Transition in Thin-Film SrCoOx Monitored by In Situ X-ray 
Diffraction 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.5b04492  

【ロボット技術分野】  

14-11 
ｱﾒﾘｶ合衆国・
ジョージア工
科大学 

    2016/1/13 

米国研究者らにロボットへの遠隔アクセスを提供する新しい研究室 
(New Lab to Give Nation’s Researchers Remote Access to Robots) 

・ ジョージア工科大学が、全米の大学や中高校のロボット研究者らがロボット技術研究開発のための
遠隔実験を実施できる研究所、「Robotarium」を構築中。 
・ 2017 年に本格稼働が予定される Robotarium では、研究者らは実験の計画作成、プログラミングコ
ードのアップロードの実行、ビデオストリーミングによるリアルタイムのロボット観察や科学的データを
受領して実証研究。 
・約 100 台規模の地上型・飛行型の群ロボットを提供する予定。 
・ NSF(米国立科学財団)が同プロジェクトに 250 万ドルのグラントを提供。同大学が既存のクラスルー
ムを研究室に変換し、ロボットが常に動き回る環境となる。 

URL:  
http://www.news.gatech.edu/2016/01/13/new-lab-give-nations-researchers-remote-acces
s-robots  

  

http://news.rice.edu/2016/01/25/graphene-composite-may-keep-wings-ice-free-2/
http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.5b11131
http://news.mit.edu/2016/switchable-material-memory-chips-0120
http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.5b04492
http://www.news.gatech.edu/2016/01/13/new-lab-give-nations-researchers-remote-access-robots
http://www.news.gatech.edu/2016/01/13/new-lab-give-nations-researchers-remote-access-robots
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14-12 

ｱﾒﾘｶ合衆国･
国立標準技
術研究所

(NIST) 

    2016/1/20 

ロボットの機敏性を向上させる全米コンテストを NIST が開催 
(NIST Launches National Competition to Make Robots More Agile) 

・ NIST が、IEEE CASE (Conference on Automation Science and Engineering)と共同で、シミュレーショ
ンベースのコンテスト「Agile Robotics for Industrial Automation Competition (ARIAC)」を開催予定。同
コンテストの目的は、人工知能等の最新技術を用いてより高能力・多用途かつ協調的でプログラミン
グがより容易なロボット開発の着想を得ること。 
・ 各ソリューションのデモンストレーションは、実際の製造作業のコンピュータモデル上で実施。具体
的なタスク関連課題は、8月 21～24日にテキサス州フォートワースにて開催される IEEE CASEにおい
て公表。 
・ NIST のレポートによれば、ロボット設置コストの 45～60%は、ロボットを製造作業に組み入れるため
のプログラミング費用。ロボットの機敏性（アジリティー）の向上、すなわち多様なタスクの実行と迅速
なタスク変更が可能になれば、特に中小製造業へのロボット普及を妨げる大きな障害が取り除かれ
る。 
・ NIST は、機敏性の限界を克服するために、故障識別と自動復旧、新タスク自動計画、非固定環境
適応、プラグ-アンド-プレイロボットの 4 領域における技術進展が必要と認識。 

URL:  
http://www.nist.gov/el/isd/nist-launches-national-competition-to-make-robots-more-agile.
cfm  

（関連情報）  

      

ARIAC の詳細（NISTウェブサイト内） 

ARIAC: Agile Robotics for Industrial Automation Competition 

URL:  http://www.nist.gov/el/isd/ms/agility_competition.cfm  

14-13 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ大学 

    2016/1/20 

「柔らかな」ロボットフィンガーが深海探査を支援 
(“Squishy” robot fingers aid deep sea exploration) 

・ ハーバード大学とニューヨーク市立大学バルーク校が共同で深海から動物相のサンプルを無傷で
採取するソフトロボットグリッパー2 種とそれらのソフトアクチュエータの迅速な製造技術を開発。 
・ 遠隔操作無人探査機(ROV)のロボットハンドは、パイプライン建設等での利用を想定しており、深海
での壊れやすいサンゴや海綿動物等のサンプル採取には不適当。 
・ 狭いスペースに届いて小さく不規則な形状の物体を掴めるタイプと、非対称的に柔軟に湾曲するタ
イプの 2 種のソフトアクチュエータを開発。現場での調整や修理を容易にするため、単純な構造、安価
な材料とモジュラー設計を重要視した。後者のタイプは特許出願済みで、スケーラブルでバイオ医療
や産業アプリケーションが期待。 
・ 次の段階では、サンプルを採取した場所での有機物の遺伝子発現やトランスクリプトーム解析での
同技術の応用やロボットハンドに皮膚感覚フィードバックを追加し、グリッパーが触る物体をオペレー
タが実際に「感じ取れる」ようにすることなど。 

URL:  
https://www.seas.harvard.edu/news/2016/01/squishy-robot-fingers-aid-deep-sea-explorati
on  

（関連情報）  

      

Soft Robotics 掲載論文(フルテキスト) 

Soft Robotic Grippers for Biological Sampling on Deep Reefs 

URL:  http://online.liebertpub.com/doi/full/10.1089/soro.2015.0019  

【蓄電池・エネルギーシステム分野】  

14-14 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ｵｰｸﾘｯｼﾞ国立
研究所
(ORNL) 

    2016/1/19 

オークリッジ国立研究所が中性子源を用いて蓄電池の非効率性を洞察 
(ORNL researchers use neutrons to gain insight into battery inefficiency) 

・ ORNL が、リチウムイオン蓄電池のグラファイトアノードにおける固体・電解質界面(SEI)の自発成長
を、中性子散乱法を用いて観察。 
・ 電極をナノスケールでコーティングする SEI 層は、電解質の劣化緩和と析出金属の蓄積防止を通じ
て蓄電池寿命を延ばす働きがあるが、初期充電時の同層の形成に電解質中のリチウムが使われて
しまうことが問題。 
・ 同研究チームは、強力なグラインディングによってグラファイト内部の空孔に予めリチウム原子を入
れ込み、粉末状の帯電アノード材を作成。これを電解液に浸すと、リチウム化グラファイト粒子の周囲
を覆うように薄膜が生成。 
・ 観察の結果、同粒子の周囲にポリマーが生成して粒子サイズが増大し、粒子間の相互接続が強化
されたことが判明。蓄電池の組立て前に人工的に高分子 SEIを形成することで、蓄電池寿命を延ばす
ことが可能と言及。  

URL:  https://www.ornl.gov/news/ornl-researchers-use-neutrons-gain-insight-battery-inefficiency  

（関連情報）  

      

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

Structure of Spontaneously Formed Solid-Electrolyte Interphase on Lithiated Graphite Determined 
Using Small-Angle Neutron Scattering 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acs.jpcc.5b00215  

http://www.nist.gov/el/isd/nist-launches-national-competition-to-make-robots-more-agile.cfm
http://www.nist.gov/el/isd/nist-launches-national-competition-to-make-robots-more-agile.cfm
http://www.nist.gov/el/isd/ms/agility_competition.cfm
https://www.seas.harvard.edu/news/2016/01/squishy-robot-fingers-aid-deep-sea-exploration
https://www.seas.harvard.edu/news/2016/01/squishy-robot-fingers-aid-deep-sea-exploration
http://online.liebertpub.com/doi/full/10.1089/soro.2015.0019
https://www.ornl.gov/news/ornl-researchers-use-neutrons-gain-insight-battery-inefficiency
http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acs.jpcc.5b00215
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14-15 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ペンシルバニ
ア州立大学 

    2016/1/20 

自己発熱するリチウムイオン蓄電池が冬季使用時の悩みを解決 
(Self-heating lithium-ion battery could beat the winter woes) 

・ ペンシルバニア州立大学が、氷点下温度での走行距離の減少を解決する全天候対応型リチウムイ
オン蓄電池を開発。 
・ 従来の蓄電池では、氷点下温度におけるパワーロスによる緩速充電、エネルギー回収ブレーキ制
限や最大 40%減少する走行距離が長年の課題。 
・ 同蓄電池はベース蓄電池に対して重量が 1.5%、コストが 0.04%増加するもの。20 秒以内で華氏-4℉
から 32℉に、30 秒以内で-22℉から 32℉に温度が上昇し、セル容量の消耗がそれぞれ 3.8%および
5.5%。 
・ 低コストのアルミ箔 50μm の一端を負極端子に取り付け、他方の端をセルの外側に延ばして 3 つ目
の端子とする。スイッチに付着した温度センサーがニッケル箔に電子を流して回路を一周すると、抵抗
加熱によりニッケル箔が急速に加熱されて蓄電池内部を温め、32℉に達するとスイッチが切れて電流
が通常モードに。 
・ 次の段階では「SmartBattery」と呼ばれる新たなパラダイムに同技術を拡張し、同様な構造や原理
を利用して蓄電池の安全性、性能、寿命を能動的に調整する。 

URL:  
http://news.psu.edu/story/388410/2016/01/20/research/self-heating-lithium-ion-battery-
could-beat-winter-woes  

（関連情報）  

      

Nature 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料) 

Lithium-ion battery structure that self-heats at low temperatures 

URL:  http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature16502.html  

【新エネルギー分野（太陽光発電）】  

14-16 

スイス連邦工
科大学ローザ
ンヌ校(EPFL) 
(ローザンヌ工
科大学) 

    2016/1/18 

エネルギー変換効率 20.2%の安価な太陽電池 
(Cheap solar cells with 20.2% efficiency)                                         

・ EPFL が、20%超のエネルギー変換効率を維持しながらペロブスカイト太陽電池に従来から利用され
る高価なホール輸送材料のコストを 1/5に低減。 
・ 現在、ペロブスカイト太陽電池のホール輸送材料は2種のみで、合成・精製が困難で1g当たり€300
超と高価。EPFLはフルオレン-ジチオフェン（FDT）と呼ばれる合成・精製が容易でコストが従来材料の
1/5 の材料を開発。コストを大幅に低下しながらも 20.2%の変換効率を達成。 

URL:  http://actu.epfl.ch/news/cheaper-solar-cells-with-202-efficiency/  

（関連情報）  

      

Nature Energy 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料) 

A molecularly engineered hole-transporting material for efficient perovskite solar cells 

URL:  http://www.nature.com/articles/nenergy201517  

14-17 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾛｰﾚﾝｽﾊﾞｰｸﾚ
ｰ国立研究所

(LBNL) 

    2016/1/19 

米国の低価格 PVシステムの推進要素を特定するレポート 
(Researchers Pinpoint the Drivers for Low-Priced PV Systems in the United States) 

・ LBNL、NREL および米国の 3 大学が共同で、低価格 PV システムの基幹市場と同システムの普及
推進要素を明らかにする新レポート「Characteristics of Low-Priced Solar Photovoltaic Systems in the 
United States」を公開。 
・ 米国内の低価格 PV システム（価格が下位 10%以内のもの）の市場、設置業者、仕様等に関する様
々な特徴や、州別の価格比較を通じ、低価格システムを全米で普及させる一助とする狙い。 
・ 同レポートは LBNLのレポート「Tracking the Sun」シリーズに基づくもの。1～15kWサイズのPVシス
テムを対象に、米国 15 州における 4 万台超のデータを各種統計手法で分析。 
（・ 全米の家庭用 PVシステムの設置済平均コストは 2000 年に$13.37/W だったものが、2013年には
1/3 の$4.77/W に低下。低下には、ハードウェア（モジュール；インバータ）コストとその他コストが半々
で寄与。下位 10%は$3.46/W 以下の設置済コスト。） 

URL:  
http://newscenter.lbl.gov/2016/01/19/researchers-pinpoint-the-drivers-for-low-priced-pv-
systems-in-the-united-states/  

（関連情報）  

      

LBNLの新レポート（PDF40 頁、全文をダウンロード可能） 

Characteristics of Low-Priced Solar Photovoltaic Systems in the United States 

URL:  https://emp.lbl.gov/publications/characteristics-low-priced-solar  

  

http://news.psu.edu/story/388410/2016/01/20/research/self-heating-lithium-ion-battery-could-beat-winter-woes
http://news.psu.edu/story/388410/2016/01/20/research/self-heating-lithium-ion-battery-could-beat-winter-woes
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature16502.html
http://actu.epfl.ch/news/cheaper-solar-cells-with-202-efficiency/
http://www.nature.com/articles/nenergy201517
http://newscenter.lbl.gov/2016/01/19/researchers-pinpoint-the-drivers-for-low-priced-pv-systems-in-the-united-states/
http://newscenter.lbl.gov/2016/01/19/researchers-pinpoint-the-drivers-for-low-priced-pv-systems-in-the-united-states/
https://emp.lbl.gov/publications/characteristics-low-priced-solar


7 

 

14-18 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ｴﾈﾙｷﾞｰ省

(DOE) 

    2016/1/19 

太陽エネルギー貯蔵法の開発とグリッド・レジリエンシーの向上に DOEが 1,800 万ドルの資金提供を
発表 
(Energy Department Announces $18 Million to Develop Solar Energy Storage Solutions, Boost Grid 
Resiliency) 

・ DOE が、夜間や曇天時の電力供給を可能にするエネルギー貯蔵機能を備えた、統合型でスケーラ
ブルかつ費用効率が高い PV技術の開発と実証を行う 6件の新規プロジェクトに対し、1,800万ドルの
資金提供を発表。 
・ 本資金提供は同局の Grid Modernization イニシアティブの一環として実施。その目的は、米国電力
グリッドのレジリエンシー（強靭性）、信頼性、安全性の向上。 
・ 採択された各プロジェクトは、インターネット接続のインバータを活用してスマートビルディングやス
マート電気機器、および電力会社の通信制御システム等と連携させ、最短でも 1年間の技術実証を行
う予定。詳細は本文および関連情報を参照のこと。 

URL:  
http://energy.gov/articles/energy-department-announces-18-million-develop-solar-energy-
storage-solutions-boost-grid-0  

（関連情報）  

      

採択プロジェクトの詳細 

SUSTAINABLE AND HOLISTIC INTEGRATION OF ENERGY STORAGE AND SOLAR PV (SHINES) 

URL:  
http://www.energy.gov/eere/sunshot/sustainable-and-holistic-integration-energy-storage-a
nd-solar-pv-shines  

14-19 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾛｰﾚﾝｽﾊﾞｰｸﾚ
ｰ国立研究所

(LBNL) 

    2016/1/27 

新たな混合材料で太陽電池を簡素化 
(Simplifying Solar Cells with a New Mix of Materials) 

・ LBNL、オーストラリア国立大学(ANU)、スイス・ローザンヌ工科大学(EPFL)等の国際研究チームが、
シリコンベース太陽電池の標準設計に新たな混合材料を適用することで、同電池の製造ステップの簡
略化に成功。この混合材料の使用によってドーピングプロセスが不要になるため、製造コストの低減
が可能に。 
・ ドーパントフリーのシリコン太陽電池の変換効率はこれまで 14%未満であったが、今回開発された
DASH (dopant free asymmetric heterocontact) セルの変換効率は平均 19%超。この高効率は、新材
料の使用と、デバイスの上層・下層に対するシンプルなコーティングプロセスの適用によるもの。同研
究チームは、同セルがわずか 7ステップで製造できることを示した。 
・ 本研究では、結晶シリコンコア（ウェハー）に、ドーパントフリー型のアモルファスシリコンの塗布層を
形成し、受光面の上層を酸化モリブデン、下層をフッ化リチウムでコーティング。厚さ数十 nm のこれら
の透明な極薄コーティングが、それぞれドーパントフリーの空孔/電子コンタクトとして機能。 
・ 同極薄コーティングは、熱蒸着と呼ばれる室温で利用可能な技術。今後は他の有望なコーティング
材料について研究を進めるほか、同技術を半導体トランジスタに役立てることも検討。 

URL:  http://newscenter.lbl.gov/2016/01/27/simplifying-solar/  

 
（関連情報）  

      

Nature Energy 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料) 

Efficient silicon solar cells with dopant-free asymmetric heterocontacts 

URL:  http://www.nature.com/articles/nenergy201531  

【新エネルギー分野（燃料電池・水素）】  

14-20 

英国・ケンブリ
ッジ大学 

    2016/1/20 

よりクリーンで効率的なエネルギーを提供する燃料電池電解質を開発 
(Fuel cell electrolyte developed to offer cleaner, more efficient energy) 

・ ケンブリッジ大学が、従来材料に比して燃料消費量や廃熱量を大幅に低減する、固体酸化物形燃
料電池(SOFC)の薄膜電解質材料を新たに開発。 
・ 同材料は、標準的なエピタキシャル成長法と自己組成技術を使って簡便に製造。高結晶材料をナノ
スケールで精密に調整して酸化物の酸素イオン伝導性を高めたもので、高密度により燃料漏洩のリ
スクを低減し、低い電気伝導率により短絡や熱損失を最小限に抑え、形状の小型化により熱サイクル
ショックによるクラッキングを抑える。 
・また、従来に比し、より低温度での作動も可能でポータブル電源にも対応。 
・上記の利点により、同材料は電気化学ガスセンサや酸素分離膜の製造にも利用可能。 

URL:  
http://www.cam.ac.uk/research/news/fuel-cell-electrolyte-developed-to-offer-cleaner-mor
e-efficient-energy  

（関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト) 

Strongly enhanced oxygen ion transport through samarium-doped CeO2 nanopillars in nanocomposite 
films 

URL:  http://www.nature.com/ncomms/2015/151008/ncomms9588/full/ncomms9588.html  

  

http://energy.gov/articles/energy-department-announces-18-million-develop-solar-energy-storage-solutions-boost-grid-0
http://energy.gov/articles/energy-department-announces-18-million-develop-solar-energy-storage-solutions-boost-grid-0
http://www.energy.gov/eere/sunshot/sustainable-and-holistic-integration-energy-storage-and-solar-pv-shines
http://www.energy.gov/eere/sunshot/sustainable-and-holistic-integration-energy-storage-and-solar-pv-shines
http://newscenter.lbl.gov/2016/01/27/simplifying-solar/
http://www.nature.com/articles/nenergy201531
http://www.cam.ac.uk/research/news/fuel-cell-electrolyte-developed-to-offer-cleaner-more-efficient-energy
http://www.cam.ac.uk/research/news/fuel-cell-electrolyte-developed-to-offer-cleaner-more-efficient-energy
http://www.nature.com/ncomms/2015/151008/ncomms9588/full/ncomms9588.html
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（関連情報）  

      

NANO Letters 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料) 

Ionic Conductivity Increased by Two Orders of Magnitude in Micrometer-Thick Vertical 
Yttria-Stabilized ZrO2 Nanocomposite Films 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.5b02726  

（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) 

Strain Tuning and Strong Enhancement of Ionic Conductivity in SrZrO3–RE2O3 (RE = Sm, Eu, Gd, Dy, 
and Er) Nanocomposite Films 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.201404420/abstract  

【政策】  

14-21 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
国立科学財
団(NSF) 

    2016/1/19 

アジアの進展が米国の科学技術分野のリーダーシップとの競合を加速 
(U.S. science and technology leadership increasingly challenged by advances in Asia) 

・ NSF の政策立案団体である National Science Board(NSB)が米国と海外の科学・エンジニアリング
(Science & Engineering: S&E)研究開発(R&D)の現況等に関する報告書、「Science and Engineering 
Indicators 2016」をリリース。 
・ 今回の報告書は、中国、韓国、インドの S&Eにおける R&D及び高学歴の労働力開発に対する重点
的な投資状況に注目。米国が現在もこの分野の多様な側面で世界をリードする一方で、東南アジア
や南・東アジアが急速な伸びを示し現在世界の R&D の 40%を占め、その中でも米国(27%)に次ぐ中国
が 20%を占める等、急速な伸びを見せていると報告。 
・中国・韓国の R&D 投資が伸びる一方、米国連邦政府の資金提供による R&D は、米国再生・再投資
法(ARRA)の終焉や予算管理法の出現等を反映して近年学界と民間企業部門で減少。 

URL:  http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=137394&org=NSF&from=news  

（関連情報）  

      

NSFによる 2016 年 1 月 19 日リリース報告書 

Science and Engineering Indicators 2016 

URL:  http://www.nsf.gov/statistics/2016/nsb20161/#/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.5b02726
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.201404420/abstract
http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=137394&org=NSF&from=news
http://www.nsf.gov/statistics/2016/nsb20161/#/

