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【材料･ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰ分野】  

16-1 
シンガポー
ル国立大学

(NUS) 

    2016/2/3 

NUS研究者らが廃紙を流出油クリーニングや断熱用の超軽量スーパー材料に変換 
(NUS researchers turn paper waste into ultralight super material that improves oil spill cleaning and heat 
insulation) 

・ NUS が、廃紙を生分解性で無毒、超軽量、フレキシブルなセルロースエアロゲルに変換する簡便、迅
速で費用効果的な方法を開発。従来のエアロゲルでは環境に好ましくないシリカを使用。 
・ 市販の吸着剤の 4 倍の油脂吸着能力を有することから、流出した石油のクリーニング、低い熱伝導
性から断熱材、さらにはドラッグデリバリーのコーティング剤や多様なバイオ医療アプリケーションのスマ
ート材料としての利用可能性も。 
・ 同変換方法では従来のエネルギー使用量を 70%削減し、水質や大気を汚染する排気物がほとんどな
い。さらに、塩素による漂白プロセスで使用するダイオキシンの量も低減し、3 日間でプロセスが完了す
る。 
・ 米国、中国、インド及び東南アジアで特許出願済み。2015 年 11 月に Bronxculture Pte Ltd.に商業化
ライセンシング。 

URL:  http://news.nus.edu.sg/press-releases/9962-novel-cellulose-aerogels  

16-2 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・ミシガン工
科大学 

    2016/2/5 

半導体を使わずにより優れたウェアラブル技術を可能にする鉄のステッピングストーン 
(The Iron Stepping Stones To Better Wearable Tech Without Semiconductors) 

・ ミシガン工科大学が、窒化ボロンナノチューブ(BNNTs)上に鉄の量子ドットをコーティングした新材料
を開発。シリコン半導体を超える特性を提供して現在のエレクトロニックハードウェアの限界を押し広げ
る。 
・ 優れた絶縁体である BNNTs がシリコン半導体の問題である電流漏れや加熱を防止し、量子トンネル
効果で一列に並んだ鉄の量子ドットにのみ電子が流れる。 
・ また、フレキシブルな BNNTsはウェアラブルデバイスに最適。 
・ 走査型トンネル顕微鏡-透過型電子顕微鏡 (STM-TEM)を利用して、同材料を折り曲げて電子の流
れを観察した結果、同材料を75°に曲げても電子特性に変化がないことを発見。ただし、概念実証の段
階であるため、トランジスタではなくフレキシブルトネリングチャネルと呼称。 
・ 今後は同材料を樹脂基板に貼り付けて電子の流れを観測する。 

URL:  
http://www.mtu.edu/news/stories/2016/february/iron-stepping-stones-better-wearable-tech
-without-semiconductors.html  

（関連情報）  

      

Scientific Reports 掲載論文(フルテキスト) 

New Flexible Channels for Room Temperature Tunneling Field Effect Transistors 

URL:  http://www.nature.com/articles/srep20293  

  

 

《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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16-3 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・ﾛｰﾚﾝｽﾊﾞｰ
ｸﾚｰ国立研
究所(LBNL) 

    2016/2/11 

「レーザー再構成」：科学者らがナノワイヤレーザーの新製法を発見 
(‘Lasers Rewired’: Scientists Find a New Way to Make Nanowire Lasers) 

・ LBNL と UC バークレー校の共同研究チームが、微小な波長可変レーザーとして機能するナノワイヤ
のシンプルな新製法を発見。直径 200nm の同ナノワイヤは、輝度が高く安定したレーザー光を発生。オ
プトエレクトロニクス分野での応用が期待。 
・ ナノワイヤの標準的な製法では、高価な装置と高温等の特殊条件が必要とされるが、今回開発され
た化学的浸漬液プロセスはごく単純で、セシウム・鉛・臭素（CsPbBr3）から成るブレンドで自己組織化に
よりナノスケールの結晶、プレート、ワイヤを生成。CsPbBr3 の結晶構造は、太陽電池材料として有望と
されるぺロブスカイトに類似。 
・ 過去にナノレーザー作製に使用された混合材料は、波長可変性が限られるほか、輝度が低い、製造
プロセスが高価である等の欠点があった。本研究では、セシウムと臭素と塩素を含むメタノール溶液を
約 122℉に熱して鉛含有薄膜を浸し、CsPbBr3 結晶構造を形成。その中に、直径 200～2,300nm、長さ 2
～40μのナノワイヤが含まれる。 
・ 実験では、石英基板上に設置したナノワイヤを紫色可視光線の超高速パルス（1フェムト秒の 1/100）
で励起したところ、10 億サイクル超の発光を確認。また、同ナノワイヤは完全無機の材料ブレンドによる
初のレーザー発光体であり、その波長は可視緑色から可視青色まで調整可能。 
・ 同ナノワイヤの結晶構造は塩の結晶構造に近いため、空気中の水分により損傷を受けやすいことが
課題。今後はポリマー等で覆うことにより耐損傷性を高めるほか、鉛を他材料で代替することによる性
能向上の可能性を探求。同ナノレーザーは空気中で 1 時間超にわたる作動が確認されており、安定性
が非常に高い。 

URL:  http://newscenter.lbl.gov/2016/02/11/nanowire-lasers-rewired/  

（関連情報）  

      

Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料) 

Lasing in robust cesium lead halide perovskite nanowires 

URL:  http://www.pnas.org/content/early/2016/02/08/1600789113  

16-4 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・ﾌﾞﾙｯｸﾍﾌﾞﾝ
国立研究所

(BNL) 

    2016/2/12 

ガラスに頼って電子機器を進化させるグラフェン 
(Graphene Leans on Glass to Advance Electronics) 

・ BNL が主導の研究チームが、耐性に優れる高性能なカスタマイズグラフェンを作成する簡便で有力
な方法を開発。 
・ 研究チームは当初、高性能 CIGS 半導体上に積層したグラフェンを有する太陽電池を最適化すべく、
工業用ソーダ石灰ガラスの基板に積載。グラフェンへのドーピングの効果を測定するための基準値を得
る目的でこの新システムの予備実験を行ったところ、添加剤が導入されていないにも関わらず、グラフェ
ンは既に最適にドープされているという結果に。検証により、ガラス基板中のナトリウム原子が多層グラ
フェンの層間で高い電子密度を生起させると判明。 
・ このドーピングのメカニズムと実世界の作動条件下での材料の耐性はさらに精査が必要だが、初期
の結果は本ガラス-グラフェン法が他の多くのドーピング手法よりはるかに劣化に強いことを示唆。脆く
高価なインジウム・スズ酸化物(ITO)に替わる透明導電性電極材と嘱望されるグラフェンの低コストでス
ケーラブルな制御法として、同方法に期待。 

URL:  https://www.bnl.gov/newsroom/news.php?a=11814  

（関連情報）  

      

Scientific Reports 掲載論文(フルテキスト) 

Spontaneous and strong multi-layer graphene n-doping on soda-lime glass and its application in 
graphene-semiconductor junctions 

URL:  http://www.nature.com/articles/srep21070  

  

http://newscenter.lbl.gov/2016/02/11/nanowire-lasers-rewired/
http://www.pnas.org/content/early/2016/02/08/1600789113
https://www.bnl.gov/newsroom/news.php?a=11814
http://www.nature.com/articles/srep21070
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【電子･情報通信分野】  

16-5 

カナダ・アル
バータ大学 

    2016/2/9 

フレキシブルエレクトロニクスの扉を開く電子デバイスを初めて開発 
(Researchers engineer an electronics first, opening door to flexible electronics) 

・ アルバータ大学が、ディスプレイ技術をはじめ多様なアプリケーションのための薄膜フレキシブル電子
デバイス開発を可能にする新しい薄膜トランジスタ(TFT)を開発。 
・ 電子と正孔の両電荷キャリアを利用して出力するバイポーラアクションを活用した新しいトランジスタ
アーキテクチャ設計により(モノポーラアクションの)MOSFETの性能を向上。半導体電子分野では大きな
課題であったワイドバンドギャップ半導体での反転した正孔層の形成に成功し、MOSインターフェースへ
の正孔の注入を可能にする半導体層と絶縁体層の特殊な組み合わせを作成。その結果、電子が誘電
体障壁を量子トネリングする頻度を向上。バイポーラトランジスタのような挙動をする。 
・ デバイスサイズは性能向上や微細化の必要性によって容易に変更可能。商業用に生産される TFT
に比して少なくとも 10 倍の耐電力特性を有する。 
・ 同トランジスタは特許出願済み。今後はフレキシブルな媒体で作動させ、医療用画像イメージングや
再生可能エネルギー分野で応用の予定。 

URL:  
http://ece.engineering.ualberta.ca/en/NewsEvents/ECENews/2016/February/Researchersengi
neeranelectronicsfirstopeningdoortoflexibleelectronics.aspx  

（関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト) 

Sustained hole inversion layer in a wide-bandgap metal-oxide semiconductor with enhanced tunnel 
current 

URL:  http://www.nature.com/ncomms/2016/160204/ncomms10632/full/ncomms10632.html  

16-6 

ﾄﾞｲﾂ連邦共
和国・ミュン
ヘン工科大

学 

    2016/2/11 

集積レーザーを備えるシリコンチップ：ナノワイヤからの光 
(Silicon chip with integrated laser: Light from a nanowire) 

・ ミュンヘン工科大学が、シリコンチップ上に直接ナノワイヤレーザーを蒸着させる工程を開発。 
・ シリコン上にⅢ-V族半導体を成長させる際、通常は 2つの材料の異なる格子定数と熱膨張率のため
欠陥が生じるが、設置面積わずか数平方 nmのナノワイヤをシリコン上に自立するよう蒸着させることに
よりヒ化ガリウム（GaAs）材料における欠陥の出現抑制に成功。 
・ ヒ化ガリウムとシリコンのインターフェースが十分に光を反射しないため、鏡の役割を果たす酸化ケイ
素層をシリコン上に蒸着させ、微細な孔をエッチングすることにより、エピタキシー法で半導体ナノワイヤ
が成長。鏡の層の表面から突き出たナノワイヤは、光子が前後に噴出して誘導放出とレーザー発振が
できる程度に半導体に厚みをもたせるように成長。 
・ 本研究により、統合されたナノワイヤレーザーを備えるシリコンチップの製造が可能であるということ
を実証。今後の高速で効率的なフォトニック素子の開発に貢献。 

URL:  https://www.tum.de/en/about-tum/news/press-releases/short/article/32934/  

（関連情報）  

      

NANO Letters 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料) 

Monolithically Integrated High-β Nanowire Lasers on Silicon 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.5b03404  

（関連情報）  

      

Applied Physics Letters 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料) 

Coaxial GaAs-AlGaAs core-multishell nanowire lasers with epitaxial gain control 

URL:  http://scitation.aip.org/content/aip/journal/apl/108/1/10.1063/1.4939549  

16-7 

欧州連合
（EU） 

CORDIS 

    2016/2/12 

将来的な光ネットワークを構築する新しい帯域可変トランスミッタ 
(A new bandwidth variable transmitter to build future optical networks) 

・ EUが資金提供する IDEALISTプロジェクトが、シームレスにネットワークを最適化し柔軟にする将来的
な光ネットワークの実現に不可欠の要素となりうる新しい帯域可変トランスミッタ（BVT）を開発。 
・ 従来型の BVT が光信号のフォーマットを変えることにより機能するのに対し、Nokia ベル研究所が開
発した本 BVT のプロトタイプは、光通信ネットワークにおいてヒットレスな方法でボーレート（または変調
速度）として知られる信号速度を変えてデータを伝送する方式。 
・ 本プロトタイプは、ビデオ・オーディオ等の多くの異なる信号を集めトランスミッタを経由して伝送する
市販の光伝送ネットワークスイッチに接続でき、毎秒 10～107ギガビットのビットレートで動作。電子機器
への実装が容易でコスト効率が良いのが利点。 
・ 次のステップとして、エンドツーエンドでネットワークを制御する管理ソフトウェアやシステムと統合して
通信事業者による実地テストを行う予定。 

URL:  http://cordis.europa.eu/news/rcn/124807_en.html  

（関連情報）  

      

IDEALIST プロジェクトウェブサイト 

URL:  http://www.ict-idealist.eu/  

  

http://ece.engineering.ualberta.ca/en/NewsEvents/ECENews/2016/February/Researchersengineeranelectronicsfirstopeningdoortoflexibleelectronics.aspx
http://ece.engineering.ualberta.ca/en/NewsEvents/ECENews/2016/February/Researchersengineeranelectronicsfirstopeningdoortoflexibleelectronics.aspx
http://www.nature.com/ncomms/2016/160204/ncomms10632/full/ncomms10632.html
https://www.tum.de/en/about-tum/news/press-releases/short/article/32934/
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.5b03404
http://scitation.aip.org/content/aip/journal/apl/108/1/10.1063/1.4939549
http://cordis.europa.eu/news/rcn/124807_en.html
http://www.ict-idealist.eu/
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【ロボット・AI技術分野】  

16-8 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・カリフォル
ニア大学バ
ークレー校

(UCB) 

    2016/2/3 

次世代エクソスケルトンスーツが麻痺者の歩行を支援 
(A new-generation exoskeleton helps the paralyzed to walk) 

・ UCB が、下半身麻痺者の歩行を支援するエクソスケルトン(外骨格)スーツを開発。同大学のスピンオ
フ企業 SuitX が「Phoenix」として商品化。 
・ 同スーツは軽量で、臀部に 2 個のモーターを有し、ユーザー起立時に締まり、歩行時に自由に動くテ
ンションセッティングで制御される。ユーザーは両足の動きを制御でき、一対の杖のボタンを押すと一時
間に最高 1.1マイルの速度で歩行可能。バックパックに積んだバッテリーパックで最高 8時間駆動し、多
様な体重、身長、足の長さに対応。 
・ 車椅子の生活による二次障害を回避し、より良い QOLを提供。 
・ 2000年にDARPAプロジェクトとして外骨格スーツ開発を開始し、長時間重量物を運搬できるBerkeley 
Lower Extremity Exoskeleton (BLEEX)を製作。 
・ Phoenix は 40,000 ドルと高価だが、他のこのタイプの外骨格スーツの半額。 

URL:  
http://news.berkeley.edu/2016/02/03/a-new-generation-exoskeleton-helps-the-paralyzed-to
-walk/  

16-9 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・カリフォル
ニア大学バ
ークレー校

(UCB) 

    2016/2/8 

ゴキブリに着想を得た隙間を通り抜けるロボット 
(Cockroach inspires robot that squeezes through cracks) 

・ UCB が、ゴキブリの身体能力に着想を得たロボットを開発。災害等後の瓦礫中で捜索救難活動に活
用できる。 
・ ゴキブリは、通常半インチ(1.27cm)程度の高さで自由に移動し、足を外側に完全に折り曲げることで
1/10インチ(0.254cm)まで体を小さくして狭い隙間を通り抜け、その際自己重量の 900倍の力を損傷無く
耐えられる。 
・ 同大学は、CRAM (compressive robot with articulated mechanisms:関節機構を持つ圧縮可能なロボッ
ト)と呼ばれる、ゴキブリのこのような特性を活用したシンプルで安価な手のひらサイズのロボットを作
成。押しつぶされると足を外側に広げ、樹脂製のシールドで背中を保護し、自己の半分の高さの隙間を
通り抜けることができる。 
・ UCB のスピンオフ企業である Dash Robotics 社製の安価なキットとして現在入手可能な折り紙のよう
な製造技術を使ってプロトタイプロボットを作成。実際の試験にはより強靭なタイプが必要。 
・ 今後もゴキブリの全パーツを研究して機械的特性の解明を継続する。 

URL:  
http://news.berkeley.edu/2016/02/08/cockroach-inspires-robot-that-squeezes-through-crac
ks/  

（関連情報）  

      

Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料) 

Cockroaches traverse crevices, crawl rapidly in confined spaces, and inspire a soft, legged robot 

URL:  http://www.pnas.org/content/early/2016/02/04/1514591113  

16-10 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・カリフォル
ニア大学サ
ンディエゴ校

(UCSD) 

    2016/2/8 

歩行者検知の速度と精度が向上した新しいアルゴリズム 
(New Algorithm Improves Speed and Accuracy of Pedestrian Detection)            

・ UCSDが、ほぼリアルタイム処理(毎秒 2～4画面)、既存システムに比較してエラーが半減した高精度
の歩行者検知アルゴリズムの開発を進展。このようなアルゴリズムは、スマートカーやロボティクス、画
像・ビデオ検索システム等での利用が期待。 
・ この新アルゴリズムは、従来のコンピュータ・ビジョン分類アーキテクチャ（カスケード型識別）とディー
プ・ラーニングモデルを組み合わせたもの。 
・ 従来の歩行者検出システムでは、段階毎に数が増加する「weak learners」と呼称される単純な識別器
が分割画像を処理。処理速度は高いが、識別器は同一のため数の増加だけではカスケード最終段階
での能力が不十分で高度に複雑化した識別が困難。 
・ 同大学は、このようなカスケード型識別の最終段階に、複雑なパターン認識が得意なディープ・ラーニ
ングモデルを取り入れ、新しいカスケードアーキテクチャを構築。 
・ 現在は歩行者検出等のバイナリの識別タスクのみが可能だが、同時に多数の物体を識別するアルゴ
リズム開発を目指す。 

URL:  
http://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/new_algorithm_improves_speed_and_accuracy_of_pedest
rian_detection  

（関連情報）  

      

International Conference on Computer Vision in Santiago (2015 年 12月 15 日チリ開催) での発表論文 

Learning Complexity-Aware Cascades for Deep Pedestrian Detection 

URL:  http://arxiv.org/pdf/1507.05348.pdf  

  

http://news.berkeley.edu/2016/02/03/a-new-generation-exoskeleton-helps-the-paralyzed-to-walk/
http://news.berkeley.edu/2016/02/03/a-new-generation-exoskeleton-helps-the-paralyzed-to-walk/
http://news.berkeley.edu/2016/02/08/cockroach-inspires-robot-that-squeezes-through-cracks/
http://news.berkeley.edu/2016/02/08/cockroach-inspires-robot-that-squeezes-through-cracks/
http://www.pnas.org/content/early/2016/02/04/1514591113
http://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/new_algorithm_improves_speed_and_accuracy_of_pedestrian_detection
http://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/new_algorithm_improves_speed_and_accuracy_of_pedestrian_detection
http://arxiv.org/pdf/1507.05348.pdf
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【環境・省資源分野】  

16-11 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・ミネソタ大

学 

    2016/2/8 

合成生体経路で農業廃棄物を「グリーン」な製品に変える 
(Researchers create synthetic biopathway to turn agriculture waste into ‘green’ products) 

・ ミネソタ大学が、トウモロコシの茎やオレンジの皮等のリグノセルロース系農業廃棄物を多様な化学
物質により効率的かつコスト効果的に変換する合成生体経路を新たに開発。 
・ 特に、年間 10 億パウンド以上生産されるスパンデックス(衣類や家財道具で利用するポリウレタン弾
性繊維)に使用するブタンジオール(BOD)を生成するプロセスを研究。 
・ バイオマスをトリカルボン酸(TCA)中間体に変換するバクテリアや菌類の遺伝子配列を調査して同プ
ラットフォーム経路を構築。この新たな代謝を「非リン酸化代謝」と命名。これまでの 10 ステップに比較し
て 5 ステップ以下の TCA サイクルで有用な物質の生成が可能となり、ステップの減少により収率が 70%
向上して環境に優しいプロセスを実現。 
・ さらに、スパンデックス用の BOD 以外の有用な物質の生成も可能。 

URL:  
http://discover.umn.edu/news/environment/researchers-create-synthetic-biopathway-turn-a
griculture-waste-green-products  

（関連情報）  

      
Nature Chemical Biology 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料) 
Engineering nonphosphorylative metabolism to generate lignocellulose-derived products 
URL:  http://www.nature.com/nchembio/journal/vaop/ncurrent/full/nchembio.2020.html  

【蓄電池・エネルギーシステム分野】  

16-12 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・コーネル大

学 

    2016/2/3 

室温下で作動するリチウム金属蓄電池の実現化が近づく 
(Room-temperature lithium metal battery closer to reality) 

・ コーネル大学が、室温下でリチウム金属蓄電池中のデンドライトの成長を制止する、臨界値を下回る
孔寸法を持つナノ構造の多孔質膜を開発。 
・ セラミック製のバリアを正負電極間に配置してデンドライトの動きを制限する従来の方法では、イオン
の伝導性を損なう恐れから蓄電池を極めて高温(300～400℃)で運転する必要がある。 
・ 同大学は、シリカにポリエチレンオキシド(PEO)をつないでナノスケールの有機ハイブリッド材料
(NOHMs)であるナノ多孔質膜を作成。この膜が他のポリマーであるポリプロピレンオキシドと交差架橋し
て液体電解質を容易に浸透させる機械的に強靭な膜を形成し、イオンを通してデンドライトの浸出を遮
断。デンドライト成長を防止しながら室温下で良好なイオン伝導性を確保。 
・ この材料は「ドロップイン」として、リチウムよりも安価なナトリウムやアルミニウム等他の金属を使った
蓄電池でも利用できる。 

URL:  http://news.cornell.edu/stories/2016/02/room-temperature-lithium-metal-battery-closer-real
ity  

（関連情報）  

      
Nature Communications 掲載論文(フルテキスト) 
A highly reversible room-temperature lithium metal battery based on crosslinked hairy nanoparticles 
URL:  http://www.nature.com/ncomms/2015/151204/ncomms10101/full/ncomms10101.html  

16-13 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・ﾛｰﾚﾝｽﾘﾊﾞ
ﾓｱ国立研究
所(LLNL) 

    2016/2/9 

超軽量スーパーキャパシタを３D プリント 
(Researchers 3D print ultralight supercapacitors) 

・ LLNL とカリフォルニア大学サンタクルーズ校が、超軽量のグラフェンエアロゲルを用い、3Dプリントに
よるスーパーキャパシタ製造に成功。スマートフォン、ウェアラブル・埋め込み可能デバイス、EV、ワイヤ
レスセンサ向け高効率エネルギー貯蔵システムの、制約を受けない新設計が今後可能に。 
・ 直接描画の 3Dプリント加工と、LLNLが作成した酸化グラフェン複合材料のインクを使用し、多孔性ミ
クロ構造の電極をプリント。さらに、これより10～100分の1の薄さの電極から成るキャパシタと同量のエ
ネルギーを保持可能なスーパーキャパシタを制作。1 万回の連続充放電サイクル後もエネルギー密度
をほぼ完全に維持。 

URL:  https://www.llnl.gov/news/researchers-3d-print-ultralight-supercapacitors  

（関連情報）  

      
NANO Letters 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料) 
Supercapacitors Based on Three-Dimensional Hierarchical Graphene Aerogels with Periodic 
Macropores 
URL:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.5b04965  

（関連情報）  

      
UCSC 発表記事 
Researchers use 3D printing to make ultrafast graphene supercapacitor 
URL:  http://news.ucsc.edu/2016/02/graphene-supercapacitor.html  

（関連情報）  

      

NEDO 海外レポート 1115 号掲載の関連記事 

3D プリントで作成されたエアロゲルがエネルギー貯蔵を高効率化(米国) 
(3D-printed aerogels improve energy storage) 

URL:  http://www.nedo.go.jp/content/100765481.pdf  

http://discover.umn.edu/news/environment/researchers-create-synthetic-biopathway-turn-agriculture-waste-green-products
http://discover.umn.edu/news/environment/researchers-create-synthetic-biopathway-turn-agriculture-waste-green-products
http://www.nature.com/nchembio/journal/vaop/ncurrent/full/nchembio.2020.html
http://news.cornell.edu/stories/2016/02/room-temperature-lithium-metal-battery-closer-reality
http://news.cornell.edu/stories/2016/02/room-temperature-lithium-metal-battery-closer-reality
http://www.nature.com/ncomms/2015/151204/ncomms10101/full/ncomms10101.html
https://www.llnl.gov/news/researchers-3d-print-ultralight-supercapacitors
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.5b04965
http://news.ucsc.edu/2016/02/graphene-supercapacitor.html
http://www.nedo.go.jp/content/100765481.pdf
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16-14 

欧州委員会 
(EC) 

    2016/2/11 

低炭素エネルギーのための将来的グリッド  
(Tomorrow's grid for low-carbon energy) 

・ EU が資金提供する e-Highway2050 プロジェクトが、2050 年までに CO2 排出量を 95%削減するという
目標のもと、欧州全土を網羅する統合スマートグリッドをどのように展開できるかを予測。 
・ 風力発電と太陽光発電に焦点を絞って再生可能エネルギーの生産量を増やすこと、技術開発が不
十分な貯蔵でなくグリッドの順応性向上に力を入れること等を念頭にモデルとなるシナリオを確立し、国
際的な長期研究データを分析してシミュレーションを実施。 
・ 最も挑戦的なシナリオでは、100%再生可能エネルギーを利用して欧州全土にわたる統合グリッドは
500TWhまでのエネルギーを配電可能で 200Mt の炭素排出を防ぐと算出。 

URL:  
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/news/article_1
6_02_11_en.html?infocentre&item=All&artid=38176&caller=AllHeadlines  

（関連情報）  

      

e-Highway2050 プロジェクトウェブサイト 

URL:  http://www.e-highway2050.eu/e-highway2050/  

16-15 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・ドレクセル
大学 

    2016/2/11 

カーボンフィルムがマイクロチップにエネルギー貯蔵能力を提供 
(Research Reveals Carbon Films Can Give Microchips Energy Storage Capability) 

・ ドレクセル大学とトゥールーズ大学が、カーボンフィルムをシリコンベースマイクロチップに積層するこ
とでマイクロスーパーキャパシタとして機能するマイクロチップ製造方法を開発。 
・ 同プロセスは、通常のマイクロチップ製造方法と同じであるため現在のシリコンチップ製造プロセスに
容易に組み込める。オンチップのエネルギー貯蔵は、パーソナル電子デバイスやスマートフォンの他、
多様なデバイス間でネットワークを構築してデータを収集・交換する IoTでの活用も期待。 
・ エネルギー貯蔵アプリケーションの他に、低摩擦係数の弾性塗料や、ガスフィルタリング、淡水化や
浄水用の膜としての利用等も可能。 

URL:  http://drexel.edu/now/archive/2016/February/carbon-films/  

（関連情報）  

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料) 

On-chip and freestanding elastic carbon films for micro-supercapacitors 

URL:  http://science.sciencemag.org/content/351/6274/691  

16-16 

ﾄﾞｲﾂ連邦共
和国・カール
スルーエ工
科大学 

    2016/2/18 

有機廃棄物を持続可能なバッテリーに 
(Organic Waste for Sustainable Batteries) 

・ カールスルーエ工科大学が、安価で環境に優しいナトリウムイオン蓄電池を製造すべく、優れた電気
化学的性質・環境適合性・資源の持続的利用可能性を備える物質を開発。 
・ 負極には、残余リンゴから生成され優れた電気化学的性質を有する炭素ベースの材料を適用し、そ
の高いサイクル安定性と大容量の性質を活かして 1,000 回以上の充放電サイクルの実証に成功。正極
には、従来のリチウムイオン蓄電池の活物質によく用いられる高価で環境的に危険なコバルトに代え
て、コバルトの持つ効率・サイクル安定性・容量・電圧特性と同等の酸化ナトリウム層を適用。 
・ 安価で環境に優しいナトリウムイオン蓄電池の開発は、将来的なエネルギー貯蔵システム構築のた
めに有望。 

URL:  http://www.kit.edu/kit/english/pi_2016_007_organic-waste-for-sustainable-batteries.php  

（関連情報）  

      

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

Apple Biowaste-Derived Hard Carbon as a Powerful Anode Material for Na-Ion Batteries 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/celc.201500437/abstract  

（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) 

Layered Na-Ion Cathodes with Outstanding Performance Resulting from the Synergetic Effect of Mixed 
P- and O-type Phases 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.201501555/abstract  

  

http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/news/article_16_02_11_en.html?infocentre&item=All&artid=38176&caller=AllHeadlines
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/news/article_16_02_11_en.html?infocentre&item=All&artid=38176&caller=AllHeadlines
http://www.e-highway2050.eu/e-highway2050/
http://drexel.edu/now/archive/2016/February/carbon-films/
http://science.sciencemag.org/content/351/6274/691
http://www.kit.edu/kit/english/pi_2016_007_organic-waste-for-sustainable-batteries.php
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/celc.201500437/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.201501555/abstract
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【新エネルギー分野(太陽光発電)】  

16-17 

ﾄﾞｲﾂ連邦共
和国・

Heliatek 

    2016/2/8 

Heliatek 社が有機太陽電池の変換効率 13.2%の世界記録を達成 
(Heliatek sets new Organic Photovoltaic world record efficiency of 13.2%) 

・ （ドレスデン工科大学とウルム大学により 2006年にスピンオフした）Heliatek社が、多接合有機太陽電
池(OPV)のエネルギー変換効率 13.2%を達成。Fraunhofer CSP(Center for Silicon Photovoltaics)が測定
を確認。 
・ 同効率は、新たな 3 種類の吸収体の開発とデバイスアーキテクチャの最適化で実現。同社が特許取
得した吸収体はそれぞれ緑、赤、近赤外線の 450～950nm の波長を効率的に電気に変換する。 

URL:  
http://www.heliatek.com/en/press/press-releases/details/heliatek-sets-new-organic-photov
oltaic-world-record-efficiency-of-13-2  

（関連情報）  

      

Heliatek 社 プレスリリース 

Heliatek sets new Organic Photovoltaic world record efficiency of 13.2% 

URL:  
http://www.heliatek.com/en/press/press-releases/details/heliatek-sets-new-organic-photov
oltaic-world-record-efficiency-of-13-2?file=files/content/Presse/2016_Pressemitteilungen/16
0208_PM%20Heliatek%20Efficiency/20160208_PR_Heliatek_Efficiency_EN.pdf  

【新エネルギー分野（バイオマス）】  

16-18 

欧州連合
（EU） 

CORDIS 

    2016/2/4 

新しいジェットバイオ燃料の導入がより環境に優しい航空産業への扉を開く 
(New jet biofuel installation opens the door for a greener airline industry) 

・ EU が資金提供する ITAKA (Initative Towards Sustainable Kerosene for Aviation)プロジェクトチーム
が、アブラナ科のカメリナ油からジェット用バイオ燃料を製造。ノルウェーのオスロ国際空港にて初めて
商業用燃料供給を開始。 
・ この燃料は、水素化処理エステル・脂肪酸(HEFA)径路を介してドロップイン型燃料に変換されるた
め、専用のインフラや航空機の改造が不要で事業開始コストを削減できるのが利点。 
・ この燃料およびオスロの統合システムが広く普及すれば、航空機業界の温室効果ガスの排出量削減
に貢献できると期待。 

URL:  http://cordis.europa.eu/news/rcn/124780_en.html  

（関連情報）  

      

ITAKAプロジェクトウェブサイト 

URL:  http://www.itaka-project.eu/default.aspx  

16-19 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・国立再生
可能ｴﾈﾙｷﾞ
ｰ研究所
(NREL) 

    2016/2/9 

NRELのバイオリファイナリー技術で藻類由来の燃料の生産力が向上 
(Renewable Fuels from Algae Boosted by NREL Refinery Process) 

・ NREL は、新たに開発したバイオリファイナリープロセス(コンバインド微細藻類プロセス: CAP)が、微
細藻類からのエタノール製造においてより効果的であると実証。 
・ 従来、藻類の生産した脂質をバイオ燃料に転換していたが、脂質の生産には限界があり、燃料コスト
の低減は期待できず。 
・ 先行研究において、固液分離プロセスにより藻類の炭水化物留分は発酵可能な糖類に変換されるた
め、これをエタノール製造に使用できることが判明。しかし同プロセス中に糖類は最大 37%失われるが、
取り戻すのに必要な洗浄は高コスト。そのため今回は固液分離プロセスを省略し、藻類の全成分を直
接発酵条件下に置くことで炭水化物留分からのエタノールと脂質の両方を同時に回収。イカダモ
(Scenedesmus)に同方法（CAP）を使用後、さらに脂質を再生可能燃料へと精製し、推定総収量バイオマ
ス 1 トンにつき 126GGE（ガソリンガロン相当量）の製造に成功。これは理論上の最大収量の 88%で、脂
質のみからの収量より 32%の増加。 
・ CAP により研究チームは脂質の 82～87%を回収。これは前処理済みバイオマスのスラリー中の糖類
の発酵は脂質回収に大きく影響しないことを示唆。これらの結果から、同方法は脂質のみ使用の生産
プロセスと較べ藻類バイオ燃料生産コストを約$10/GGE 削減、コスト予測値を$9.91/GGE にまで低下さ
せることが可能と結論。 

URL:  http://www.nrel.gov/news/press/2016/21641  

（関連情報）  

      

Algal Research 掲載論文（フルテキスト） 

Combined algal processing: A novel integrated biorefinery process to produce algal biofuels and 
bioproducts 

URL:  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211926415301351  

  

http://www.heliatek.com/en/press/press-releases/details/heliatek-sets-new-organic-photovoltaic-world-record-efficiency-of-13-2
http://www.heliatek.com/en/press/press-releases/details/heliatek-sets-new-organic-photovoltaic-world-record-efficiency-of-13-2
http://www.heliatek.com/en/press/press-releases/details/heliatek-sets-new-organic-photovoltaic-world-record-efficiency-of-13-2?file=files/content/Presse/2016_Pressemitteilungen/160208_PM%20Heliatek%20Efficiency/20160208_PR_Heliatek_Efficiency_EN.pdf
http://www.heliatek.com/en/press/press-releases/details/heliatek-sets-new-organic-photovoltaic-world-record-efficiency-of-13-2?file=files/content/Presse/2016_Pressemitteilungen/160208_PM%20Heliatek%20Efficiency/20160208_PR_Heliatek_Efficiency_EN.pdf
http://www.heliatek.com/en/press/press-releases/details/heliatek-sets-new-organic-photovoltaic-world-record-efficiency-of-13-2?file=files/content/Presse/2016_Pressemitteilungen/160208_PM%20Heliatek%20Efficiency/20160208_PR_Heliatek_Efficiency_EN.pdf
http://cordis.europa.eu/news/rcn/124780_en.html
http://www.itaka-project.eu/default.aspx
http://www.nrel.gov/news/press/2016/21641
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211926415301351
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【新エネルギー分野】  

16-20 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・ウィスコン
シン大学マ
ディソン校 

    2016/2/4 

パワーウォーク: モバイルデバイスに歩行で電気を供給 
(Power walk: Footsteps could power mobile devices) 

・ ウィスコンシン大学が、靴底に埋め込んだ新しいエネルギーハーベスティング技術を開発。 
・ 人間の歩行による発電量は、理論推定で片足分最高 10W とされ、20W 分のエネルギーが熱として損
失。このエネルギーの一部で、スマートフォンやタブレット等の様々なモバイルデバイスに電力を供給で
きる。 
・ 同大学は、2011年に開発した微少流体による「reverse electrowetting」と呼ばれる現象で導電性液体
とナノフィルムコーティング面との相互作用を活用。ただし、同現象で高エネルギー密度を得るには高周
波のエネルギー源が必要だが人間の挙動からは低周波エネルギー源のみ。 
・ この問題を「babbler」と呼ばれる技術と組み合わせることで解決。babbler デバイスの泡の成長と崩壊
の高速プロセスが、機械的エネルギー源とは別に高周波エネルギー源を創出する。 
・ 同デバイスは、初期の実験で約 10W/㎡を発電。理論的に最高 10kW/㎡が可能と示唆。 
・ 同大学のスタートアップ企業、InStep NanoPower 社をとおして、産業との連携とこの靴底埋込型エネ
ルギーハーベスタの商業化を模索中。 

URL:  http://news.wisc.edu/power-walk-footsteps-could-charge-mobile-electronics/  

（関連情報）  

      

Scientific Reports 掲載論文(フルテキスト) 

Bubbler: A Novel Ultra-High Power Density Energy Harvesting Method Based on Reverse Electrowetting 

URL:  http://www.nature.com/articles/srep16537  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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://news.wisc.edu/power-walk-footsteps-could-charge-mobile-electronics/
http://www.nature.com/articles/srep16537

