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18-1 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
パシフィック・
ノースウェスト
国立研究所

(PNNL) 

    2016/3/8 

組み合わせて作る MOF 
(Mix and match MOF) 

・ PNNL が、混合ガスから酸素を簡便・安価に分離させる MOF(金属有機構造体)を開発。燃料電池用
の高純度酸素生成、食品パッケージングの酸素除去、酸素センサー等様々なアプリケーションが可能
に。 
・ 現在、酸素やガス類の分離には低温蒸留法が利用されているが、高コスト、エネルギー多量消費で
センサー等特殊なアプリケーションでは利用できない。 
・ 多孔質MOFは、通常酸素と反応して錆が発生するため酸素分離には使用できないが、PNNLは広い
表面積を有する MOFの MIL-101 とフェロセンを混合・加熱して MOF化合物を作成。 
・  加熱によりフェロセンが孔中でナノサイズのクラスタに分解し、酸素と反応する鉄ができる。酸素との
反応によりマグヘマイトが MOFの孔に残るが、除去することで MOFが再利用できる。 

URL:  http://www.pnnl.gov/news/release.aspx?id=4261  

（関連情報）  

      

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

Redox-Active Metal–Organic Composites for Highly Selective Oxygen Separation Applications 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201600259/abstract  
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
フロリダ州立
大学(FSU) 

    2016/3/9 

赤の驚異: FSU化学者らがリン革命への道を拓く 
(Red wonder: FSU chemists pave way for phosphorus revolution) 

・ FSU が、エタノール溶液中のカリウムエトキシドを使って安価・安全に赤リンを活性化させる方法を発
見。 
・ 現在利用されている白リンは揮発性、高可燃性で有毒。赤リンは低温度での活性化が困難とされて
いた。 
・ 緩い加熱による赤リンとカリウムエトキシドの反応でできる溶解性のポリホスフィド化合物は、白リン
の代替としてリンの化学的性質の研究に利用できる。 
・ 3 年前に発見されたリンの原子膜物質である phosphorene は、グラフェンに比して優れた電気特性を
有し、次世代エレクトロニクスに期待の材料。 

URL:  
http://news.fsu.edu/Top-Stories/Red-wonder-FSU-chemists-pave-way-for-phosphorus-revo
lution  

(関連情報）  

      

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

Facile Conversion of Red Phosphorus into Soluble Polyphosphide Anions by Reaction with Potassium 
Ethoxide 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201511186/full  

 

《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。 

 

海外技術情報(平成 28年 7月 13日号) 

3 

 

    964 

http://www.pnnl.gov/news/release.aspx?id=4261
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201600259/abstract
http://news.fsu.edu/Top-Stories/Red-wonder-FSU-chemists-pave-way-for-phosphorus-revolution
http://news.fsu.edu/Top-Stories/Red-wonder-FSU-chemists-pave-way-for-phosphorus-revolution
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201511186/full


2 

 

18-3 

豪・モナシュ
大学 

    2016/3/10 

革新的なグラフェンフィルターが水資源の危機を解決する可能性 
(Revolutionary graphene filter could solve water crisis) 

・ モナシュ大学とケンタッキー大学が共同で、グラフェンをベースとしたフィルターを開発。水等の液体を
現在の主要な商業用フィルターに比して 9 倍速く濾過できる。 
・ ブレードで極薄く塗り広げられるような、酸化グラフェンの粘性形状の開発が鍵。 
・ この技術で、より大きなサイズのフィルターがより迅速に製造できる。同フィルターは、化学物質、ウィ
ルス、バクテリアのフィルタリング、水、乳製品やワイン精製や医薬品製造にも利用できる。1nmよりも大
きいものなら何でもフィルタリングが可能。 
・ 産業スケールでのグラフェンフィルター製造は初めて。米国やアジア太平洋の多数の企業が関心を
寄せている。 
・次の目標は、特許取得済みの同フィルターを上市すること。 

URL:  http://www.monash.edu/news/show/revolutionary-graphene-filter-could-solve-water-crisis  

(関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Large-area graphene-based nanofiltration membranes by shear alignment of discotic nematic liquid 
crystals of graphene oxide 

URL:  http://www.nature.com/ncomms/2016/160307/ncomms10891/full/ncomms10891.html      
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英国・グラス
ゴー大学 

    2016/3/10 

ナノテクのブレイクスルーがより安価な太陽エネルギーと医療デバイスを可能に 
(Nanotech breakthrough could create cheaper solar power and medical devices) 

・ グラスゴー大学等が、ナノ構造の特定の領域において化学反応を制限する方法を開発。再生可能エ
ネルギーや医療分野に有用な新型ナノデバイスの量産につながる可能性が期待。 
・ 金属ナノ構造でレーザーパルス照射により熱を発生させ、その後その周囲の水に照射し局所的に熱
・冷部を作成。この水の温度がナノ構造の分子を選択的に配置する化学反応を媒介する。この技術を
使ってタンパク質を検出するナノセンサーの能力の向上を実証。 
・ ナノ構造におけるこのような局所的な化学反応の制御は、高価で困難なプロセスであり、大量生産を
不可能にする要因であった。 

URL:  http://www.gla.ac.uk/news/headline_450975_en.html  

(関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Spatial control of chemical processes on nanostructures through nano-localized water heating 

URL:  http://www.nature.com/ncomms/2016/160310/ncomms10946/full/ncomms10946.html  
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ミシガン大学 

    2016/3/11 

スプレー式コーティングで航空機、送電線やフロントガラスの結氷を防ぐ 
(Spray-on coating could ice-proof airplanes, power lines, windshields)  

・ ミシガン大学が、耐久性のある安価なスプレー式の防氷コーティング剤を開発。 
・ ゴムの様な触感で、航空機や車両のフロントガラスに付着した氷を引力や微風のみの力で滑り落とす
ため、寒冷地で結氷が問題視されるエネルギーや輸送産業に多大な影響を与える可能性あり。 
・ また、現在の複雑でエネルギー多消費な除霜システムに依存する冷凍庫の大幅な省エネ効果(最高
で 20%の効率化）も期待。 
・ 一般的な合成ゴムから成る同コーティングは、微少な力でゴム表面を変形させて固体物を引き離す
「界面キャビテーション」現象により氷をはじく。 
・ この新たなアプローチにより、数百回の凍結・解凍サイクルを耐えるなど従来のコーティング剤に比し
て耐久性が大幅に向上。またコーティング剤の平滑度と弾性を変えることで凍結程度と耐久性の微調
整もできる。 
・ 最初の商業アプリケーションとして、冷凍食品のパッケージングで翌年内の実現化を想定。 

URL:  
http://ns.umich.edu/new/multimedia/videos/23601-spray-on-coating-could-ice-proof-airplan
es-power-lines-windshields  

(関連情報）  

      

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

Designing durable icephobic surfaces 

URL:  http://advances.sciencemag.org/content/2/3/e1501496  
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豪・オーストラ
リア国立大学

(ANU) 

    2016/3/11 

世界最薄レンズがカメラに革新をもたらす 
(World's thinnest lens to revolutionise cameras) 

・ ANUが、6.3nmの(人間の毛髪の 1/2000)世界最薄レンズを開発。フレキシブルコンピュータディスプレ
イや革新的小型カメラ等の実現が期待。 
・ 同レンズは、以前の薄さ 50nm の金ナノバーアレーメタマテリアル製レンズを超えるもの。 
・ テープで剥がした二硫化モリブデン(MoS2)の薄膜を集束イオンビームで原子層毎に削り半径 10μの
レンズを作成し、0.7nm の薄さで優れた光学特性である光学的距離の発現を発見。シミュレーションによ
り、MoS2 高屈折率結晶の内部で光の多数回の往来を確認。  
・ MoS2 結晶の屈折率は、ダイヤモンドの 2.4、水の 1.3 に比して 5.5 と高い。 

URL:  http://www.anu.edu.au/news/all-news/worlds-thinnest-lens-to-revolutionise-cameras  

(関連情報）  

      

Light: Science and Applications掲載論文(フルテキスト） 

Atomically thin optical lenses and gratings 

URL:  http://www.nature.com/lsa/journal/v5/n3/full/lsa201646a.html  
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ大学 

    2016/3/14 

プライバシーの保護やカモフラージュする調整可能な窓 
(Tunable windows for privacy, camouflage)  

・ ハーバード大学が、曇りからクリア、その中間に窓の透過性にスイッチ一つで急速に変換する技術を
開発。 
・ この調整可能な窓は、小さすぎて自ら光を散乱できない銀ナノワイヤをスプレーコーティングした透明
で柔らかなエラストマーで挟んだガラスまたはプラスチックシートで構成。 
・ 電圧を加えると、ガラス両面のナノワイヤが互いに向き合いエラストマーを変形させる。ナノワイヤの
不均一な配置によりエラストマーも不均一に変形し、これが光を分散させてガラスが 1 秒内に不透明化
する。透明度は電圧の高さで調整できる。 
・ 従来の高価な電気化学反応による調整法に比してシンプル・安価で大きな構造物用にスケーラブ
ル。 
・ 次の段階ではより薄いエラストマーを取り入れて使用電圧を低減させ、標準的給電対応を可能にす
る。 

URL:  http://www.seas.harvard.edu/news/2016/03/tunable-windows-for-privacy-camouflage  

(関連情報）  

      

Optic Letters 掲載論文(フルテキスト） 

Electrically tunable window device 

URL:  https://www.osapublishing.org/ol/fulltext.cfm?uri=ol-41-6-1289&id=338070  
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ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・州立ルー
ル大学 

    2016/3/16 

イオン濃度分析のための新しい電極 
(New electrode for ion concentration analysis) 

・ ルール大学が、液体を全く使わずに特定の陽イオンの濃度を安定した方法で測定できるシステムを
開発し、低価格で大量生産できる電極を設計。 
・ 本システムでは、分析されるイオンを含む電解質溶液を用いるのではなく、分析対象のイオンに直接
反応する固体電極材料を配置。リチウムイオンを検知するためにリン酸鉄リチウムを利用した実験を行
い、システムが長期に渡って安定した分析結果を提供することを明示。 
・ 次の課題は、その他のプラスに帯電したイオン（ナトリウムイオンやカリウムイオン）を蓄えられる他の
電極材料の探求。 

URL:  http://aktuell.ruhr-uni-bochum.de/pm2016/pm00035.html.en  

(関連情報）  

      

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

Intercalation Compounds as Inner Reference Electrodes for Reproducible and Robust Solid-Contact 
Ion-Selective Electrodes 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201600111/abstract  

  

http://www.anu.edu.au/news/all-news/worlds-thinnest-lens-to-revolutionise-cameras
http://www.nature.com/lsa/journal/v5/n3/full/lsa201646a.html
http://www.seas.harvard.edu/news/2016/03/tunable-windows-for-privacy-camouflage
https://www.osapublishing.org/ol/fulltext.cfm?uri=ol-41-6-1289&id=338070
http://aktuell.ruhr-uni-bochum.de/pm2016/pm00035.html.en
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201600111/abstract
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾛｽｱﾗﾓｽ国立
研究所(LANL) 

    2016/3/23 

新しい水除去技術がカーボンナノ材料の性能を向上 
(Novel water-removal technique boosts performance of carbon nanomaterials) 

・ LANL 主導の研究チームが、材料中の酸素還元触媒形成において水が果たす重要な役割を明示す
ることで、性能強化型次世代カーボンナノ材料設計の鍵を解明。同研究は、酸化グラフェンナノシート
（官能基化グラフェンシート）内部の水の役割に関する初の包括的な理解を提供するもの。 
・ 通常、酸化グラフェンは水溶液中で合成されるため、相当量の水分が「乾燥」後の酸化グラフェン薄
膜にも含まれており、その水分は酸素官能基化ナノシート間に集まっている。 
・ 同研究チームは、シンプルな溶媒乾燥技術によって同シート内の水分を除去。これによりシート間の
距離が減少し、物理的構造が大きく変化した結果、官能基濃度の変動と高秩序構造の出現を観察。こ
れらの変化によって、電極触媒活性が著しく増大。本研究成果は、燃料電池や蓄電池の飛躍的な性能
向上につながる可能性。 

URL:  
http://www.lanl.gov/discover/news-release-archive/2016/March/03.23-water-removal-techni
que.php  

(関連情報）  

      

Science Advances 掲載論文(フルテキスト) 

Critical role of intercalated water for electrocatalytically active nitrogen-doped graphitic systems 

URL:  http://advances.sciencemag.org/content/2/3/e1501178.full  
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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) 

    2016/3/28 

自然界から着想を得た自己組織化する精密ナノチューブ 
(Nature-Inspired Nanotubes That Assemble Themselves, With Precision) 

・ LBNL は、自然界から着想を得たポリマーの一種が、水中で自発的に中空の結晶ナノチューブを形成
することを発見。さらに同ナノチューブは、直径（ポリマー鎖の長さにより 5～10nm）が均一になるよう調
整が可能。 
・ このポリマーは、大きさと形状が等しい 2 種類の化学的に異なるブロックから成る。これらのブロック
が分子タイルのように積み重なって、長さが最大 100nm で直径が均一のナノチューブを形成。 
・ 本研究は、天然タンパク質に近いナノ構造を耐久性のある材料で作製しようとする最新の取り組み。
同研究チームは、タンパク質の材料となるペプチドを模した頑丈な合成ポリマーであるぺプトイド族の一
種、ジブロックコポリペプトイド(diblock copolypeptoid)をリチウムイオン蓄電池電解質として使用すべく数
年前から研究。その過程で、同物質が水中でナノチューブを自己形成することを偶然発見。 
・ 同物質は疎水性と親水性の 2 種のペプトイドブロックから成るが、水に入れると 2 種が結合して結晶
化する。この結晶が 2～3 個集まって環を形成し、さらにそれが積み重なって中空ナノチューブを形成。
水分散合成ポリマーでは、疎水性のコアを有する管状構造が形成されるのが一般的であり、コアのない
中空チューブの生成は珍しい。また、2 種のペプトイドブロックが全く同じ大きさであるため、静電相互作
用や水素結合ネットワーク等によらずに非常に規則的な自己組織化が可能に。 

URL:  http://newscenter.lbl.gov/2016/03/28/peptoid-nanotubes/  

(関連情報）  

      

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

Self-assembly of crystalline nanotubes from monodisperse amphiphilic diblock copolypeptoid tiles 

URL:  
http://www.pnas.org/content/early/2016/03/23/1517169113.abstract?sid=2f10f9e4-ee80-470
c-bee4-13f2a2aadf46  

【電子・情報通信分野】  
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ジョージア工
科大学 

    2016/3/3 

コンフィギュラブルなアナログチップがデジタルの 1/1000 の電力消費でコンピューティング 
(Configurable Analog Chip Computes with 1,000 Times Less Power than Digital)       

・ ジョージア工科大学が、現在のデジタルフローティングゲートコンフィギュラブルデバイスに比して電力
消費量を 1/1000に低減し、1/100 の小型化が可能な新しいアナログデバイスを開発し実証。 
・ 同デバイス、Field-Programmable Analog Array (FPAA) System-On-Chip (SoC)は、デジタル部品でサ
ポートしたアナログ技術の活用でこれまでにない電力消費低減とデバイスの小型化を実現。このような
低電力消費アナログベースチップは、多様なアプリケーションにおいてコンフィギュラブルデジタルアレ
ーと同等もしくはそれ以上の機能を提供できる。 
・ 同大学は、FPAA の接続構造中の正確な電子配置の操作によるアナログな物理構造を利用したコン
ピューティングの技術を開発。FPAA は不揮発性のため、現在コンフィギュラブルチップ市場を独占する
FPGAで使われる高電力消費の揮発性 SRAM コンフィギュレーションとは異なり低電力消費。 
・ また、オン・オフ・部分的なオンオフがプログラムできる高効率スイッチの開発により、チップのルーテ
ィングファブリックを使ったコンピューティングが可能となり、通常では未利用な領域も活用できる。 
・ さらに、FPAA デバイスに含まれる、チップ内通信とプログラミング基盤の稼働をサポートするビルトイ
ンデジタル電子回路を利用して、高レベルのプログラミングツールセットを開発。FPAAリコンフィギュラブ
ルデバイスのシミュレートとプログラミングが可能に。 
・ FPAA system-on-chip の主要技術は特許出願中。大規模製造による商業デバイスでの利用可能性
について数社と協議済み。 

URL:  
http://www.news.gatech.edu/2016/03/02/configurable-analog-chip-computes-1000-times-les
s-power-digital  

http://www.lanl.gov/discover/news-release-archive/2016/March/03.23-water-removal-technique.php
http://www.lanl.gov/discover/news-release-archive/2016/March/03.23-water-removal-technique.php
http://advances.sciencemag.org/content/2/3/e1501178.full
http://newscenter.lbl.gov/2016/03/28/peptoid-nanotubes/
http://www.pnas.org/content/early/2016/03/23/1517169113.abstract?sid=2f10f9e4-ee80-470c-bee4-13f2a2aadf46
http://www.pnas.org/content/early/2016/03/23/1517169113.abstract?sid=2f10f9e4-ee80-470c-bee4-13f2a2aadf46
http://www.news.gatech.edu/2016/03/02/configurable-analog-chip-computes-1000-times-less-power-digital
http://www.news.gatech.edu/2016/03/02/configurable-analog-chip-computes-1000-times-less-power-digital
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(関連情報）  

      

IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems 2015 発表論文 

Integrated Floating-Gate Programming Environment for System-Level Ics 

URL:  http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7368196  

(関連情報）  

      

IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, 2016 発表論文 

A Programmable and Configurable Mixed-Mode FPAA SoC  

URL:  http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7374749  

(関連情報）  

      

Journal of Low-Power Electronics and Applications 掲載論文(フルテキスト） 

An Open-Source Tool Set Enabling Analog-Digital-Software Co-Design 

URL:  http://www.mdpi.com/2079-9268/6/1/3/htm  

18- 
12 

スイス連邦材
料試験研究
所(EMPA) 

    2016/3/4 

より安価な照明とフレキシブル太陽電池の技術的ブレイクスルー 
(Technological breakthrough for cheaper lighting and flexible solar cells)  

・ EMPAの先導により欧州 5 ヶ国の企業・研究機関が実施する欧州委員会 FP7 下の「TREASORES」プ
ロジェクトが、次世代フレキシブルオプトエレクトロニクスで利用する新しい透明電極、バリヤ材とそれら
のスケールアップ製造プロセスを開発。 
・ 同プロジェクトは有機太陽電池や LED照明パネルの製造コスト低減を目指し 2012年 11月より開始。 
・  開発した透明電極のうちの 3 つは CNTs、金属繊維、薄膜銀を利用したもので、商業生産を既に開
始。電極性能は従来の ITO 電極と同等で、インジウムへの依存無く製造コストがより安価。新電極によ
る OLED 光源は大面積に均一で、効率はワット当たり 25 ルーメン。 
・ また、OLEDデバイスを酸素や水蒸気から保護する透明バリヤフォイルは高性能かつ低コストで、スイ
スの Amcor Flexibles Kreuzlingen 社が技術開発を継続する。 
・ これらの材料を利用した製品が 2016 年に商業化予定。 

URL:  https://www.empa.ch/web/s604/treasores-oled-results  

（関連情報）  

      

TREASORES project ホームページ 

URL:  http://treasores.eu/  

18- 
13 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
イリノイ大学 

    2016/3/9 

光がトランジスタレーザーの高速切り替えを支援 
(Light helps the transistor laser switch faster) 

・ イリノイ大学が、次世代高速コンピュータデバイスのトランジスタレーザーで、光と電子の相互の刺激
によりスイッチング速度が従来のどのデバイスよりも高速化することを発見。 
・ ビッグデータやクラウドコンピューティングが進展する中、増え続けるデータを送信するインフラの高速
化が必要だが、光ファイバーケーブルや高速データ通信に利用される従来技術のダイオードレーザーで
はスイッチング速度が限界に達している。 
・ 次世代技術のトランジスタレーザーでは、従来の 100 倍の高速化が可能。 
・ 同大学は、トランジスタレーザーでは光子支援トネリングが起こり、さらにレーザーキャビティ内で光子
吸収プロセスを促進してデバイスの光スイッチングを高速化し、超高速の信号モジュレーションが可能に
なることを発見。 
・ この結果は高速デバイスモジュレーションには極めて有用で、レーザーを直接フェムト秒レンジに変
調することが可能となり、エネルギー効率的なデータの大量送信を実現する。 
・ 今後もトランジスタレーザー開発とその物理現象の解明を進め、この技術の商業化に向けた産業と
の協力関係の形成を図る。 

URL:  https://news.illinois.edu/blog/view/6367/336751  

（関連情報）  

      

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

Intra-cavity photon-assisted tunneling collector-base voltage-mediated electron-hole 
spontaneous-stimulated recombination transistor laser 

URL:  http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jap/119/8/10.1063/1.4942222  

  

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7368196
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7374749
http://www.mdpi.com/2079-9268/6/1/3/htm
https://www.empa.ch/web/s604/treasores-oled-results
http://treasores.eu/
https://news.illinois.edu/blog/view/6367/336751
http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jap/119/8/10.1063/1.4942222
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18- 
14 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
メリーランド大

学 

    2016/3/9 

サイバー攻撃への脆弱性に関する国家ランキング 
(Nations Ranked on Their Vulnerability to Cyberattacks) 

・ メリーランド大学とバージニア工科大学が共同で、世界 44 ヶ国のサイバー攻撃に対する脆弱性を順
位づける書籍を出版。 
・ 安全性においてはデンマーク、ノルウェー、フィンランドが最高位、米国は 11 位、中国、インド、ロシ
ア、サウジアラビア及び韓国が中でも最も脆弱との結果。 
・ 2 年間の研究で世界各国のコンピュータ 4 百万基/年から収集した 200 億件の自動生成レポートを分
析。ランキングの一部は、特定の国で攻撃を受けたコンピュータと各コンピュータが攻撃を受けた回数を
ベースとした。 
・ 本書では、ウィルスやウォームに続きトロジャンが米国において主な脅威となっているが、偽造アンチ
ウィルスプログラムやディスククリーンアップユティリティ等の虚偽的なソフトウェアによる被害が他の同
程度の GDP 国に比して多く、このようなソフトウェアの判別と回避の教育が重要と提案。 
・ また、経済・教育に関する全データを統合し、研究対象国に対し、教育、研究及び官民パートナーシッ
プへの戦略的投資を含んだ政策を勧告している。 

URL:  http://cmns.umd.edu/news-events/features/3445  

（関連情報）  

      

メリーランド大学とバージニア工科大学による共同出版書籍  

The Global Cyber-Vulnerability Report 
Establishes metrics to measure cyber-vulnerability of countries and quantify the cyber-vulnerability of 
countries 

URL:  http://www.springer.com/us/book/9783319257587  

18- 

15 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾛｰﾚﾝｽﾘﾊﾞﾓｱ
国立研究所

(LLNL) 

    2016/3/29 

ローレンスリバモア研究所と IBM が脳型スーパーコンピュータ開発で協力 
(Lawrence Livermore and IBM collaborate to build new brain-inspired supercomputer) 

・ LLNL が、IBM Research よりディープラーニングのための脳型スーパーコンピューティング・プラットフ
ォームの購入を発表。このスケーラブルなプラットフォームは画期的なニューロシナプティック・コンピュ
ータ・チップ TrueNorth をベースに、1,600 万のニューロンと 40 億のシナプスに相当する処理を実行。消
費電力は補聴器の電池とほぼ同じ 2.5 ワット。 
・ 新システムはサイバーセキュリティー他、国家核安全保障局(NNSA)の任務に重要となる新たな計算
能力の探求に使用される予定。同局の Advanced Simulation and Computing(ASC)プログラムにより、機
械学習アプリケーション、ディープラーニングのアルゴリズム、アーキテクチャおよび、汎用的な計算の
実行可能性を評価。 
・ この技術は従来の計算機設計からの根本的な脱却を意味しており、現在最も先進的なペタフロップシ
ステムの 50 倍（もしくは二桁上回る速度）、エクサスケールでの計算が可能な次世代スパコンの開発に
おいて強力な補完技術となり得る。エクサスケールを目指す上で、脳型プロセッサの低消費電力性能は
産業界の要請であり、将来的なシステムの全コンポーネント省電力化に向けた創造的なアプローチ。 
・ IBMは同システムの設計と作製に先立ち、LLNLのスーパーコンピュータSeqoiaを使用してTrueNorth
プロセッサのシミュレーションを実施。 
・ 100万ドルの契約内容に含まれるのは、TrueNorthシステム(チップ 16個)に加え、脳の知覚・行動・認
識の機能を模す省エネルギー計算機の作成・プログラミングのためのエンド・ツー・エンド・エコシステム
（シミュレータ、ディープラーニング用ニューラルネットワーク構築ツール、クラウド接続等）。 

URL:  
https://www.llnl.gov/news/lawrence-livermore-and-ibm-collaborate-build-new-brain-inspired-
supercomputer  

  

http://cmns.umd.edu/news-events/features/3445
http://www.springer.com/us/book/9783319257587
https://www.llnl.gov/news/lawrence-livermore-and-ibm-collaborate-build-new-brain-inspired-supercomputer
https://www.llnl.gov/news/lawrence-livermore-and-ibm-collaborate-build-new-brain-inspired-supercomputer
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【ロボット・AI技術分野】  

18- 

16 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
国立科学財
団(NSF) 

    2016/3/14 

ロボットの学習コンパニオンがオーダーメードの個別指導を提供 
(Robot learning companion offers custom-tailored tutoring) 

・ マサチューセッツ工科大学(MIT)のPersonal Robots Groupでは、「Tega」と呼ばれる社会支援型ロボッ
トを開発。教室内外でマンツーマンの協働学習者の役割を担う。 
・ 教育用ロボットは目新しいものではないが、Tega の特殊性は共に学習する生徒の情緒反応を理解し
て、それらをもとに個別の生徒に適した動機づけの方策を立てられること。 
・ Tega と学習活動に対する生徒の肯定的な態度の向上において、個別対応しないロボットアシスタント
に比してより効果的であることを実証。 
・ Tegaは Affectiva社が開発したカスタムソフトウェアを含むアンドロイドフォンを搭載し、「アフェクティブ
・ラーニング(感情学習)」を通じて顔面表情から感情を読み取る。 
・ 8 週間の実験の間、個別化プロセスは向上したが、最適な相互作用スタイルの達成にはさらに時間
が必要。 
・ 今後も向上を目指し、マンツーマンの交流や支援が特に重要な学習障害を持つ生徒等多様な環境で
のテストを試みる。 

URL:  http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=137895&org=NSF&from=news  

(関連情報）  

      

Personal Robots Group - MITMedia Lab ウェブサイト 

URL:  http://robotic.media.mit.edu/ 

【環境・省資源分野】  

18- 
17 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
スタンフォード

大学 

    2016/3/9 

スタンフォード大学が CO2 と植物から再生可能なプラスチックを製造 
(Stanford scientists make renewable plastic from carbon dioxide and plants)          

・ スタンフォード大学が、農業廃棄物等の非食用植物と CO2 からプラスチックを製造する方法を開発。 
・ 現在広く利用されるポリエチレンテレフタラート(PET)は化石燃料原料を使用して製造にエネルギーを
大量消費し、PET製造 1 トン当たりの CO2 排出量は 4 トン超。 
・ 同大学は、PET の代替として期待されるポリエチレンフランジカルボキシレート(PEF)に着目。PEF は
エチレングリコールとバイオマス由来の 2, 5-フランジカルボン酸(FDCA)から構成される。 
・ ただし、持続可能な FDCAの生産方法が存在せず PEFの低コスト製造は困難。コーンシロップのフル
クトースから FDCAを作る方法があるが、原料育成用の土地やエネルギー、食糧との競合等が課題。そ
の代替となる農業廃棄物由来のフルフラールの利用では、有毒で高価な化学物質の利用とエネルギー
大量消費が課題。 
・ 同大学は、炭酸塩と CO2 とフルフラールの誘導体であるフランカルボン酸の混合物を 290℉で加熱後
にできた溶融塩の 89%が FDCA に変換されたことを発見。その後は簡単な製造プロセスで PEF ができ
る。 
・ 今後は商業規模での製造可能性調査とカーボンフットプリントの定量化を実施する。 

URL:  http://news.stanford.edu/news/2016/march/low-carbon-bioplastic-030916.html  

（関連情報）  

      

Nature 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Carbon dioxide utilization via carbonate-promoted C–H carboxylation 

URL:  http://www.nature.com/nature/journal/v531/n7593/full/nature17185.html  

18- 
18 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾛｰﾚﾝｽﾊﾞｰｸﾚ
ｰ国立研究所

(LBNL) 

    2016/3/17 

「CO2 ハイウェイ」を備えた新たな二酸化炭素捕捉膜 
(New Carbon Capture Membrane Boasts CO2 Highways) 

・ LBNL が、ポリマーと金属有機構造体(MOF)から成る透過性の高いハイブリッド CO2 捕捉膜を新たに
開発。発電所における CO2 分離のさらなる効率化が期待。 
・ 同捕捉膜では、CO2 は従来のガス分離膜と同様にポリマー部分を通過するだけでなく、隣接する
MOF内を専用道路（ハイウェイ）のように通過。初期試験では、この 2経路アプローチによって、ポリマー
のみから成る捕捉膜に比して 8倍の CO2 透過性を達成。 
・ 従来のアミン吸収法は、大規模で実施した場合にコストが高く、また発電所の電気出力を減少させる
ため、経済性が低い。そのため、ポリマーの加工性を維持しつつ MOFの CO2 選択性を活用するハイブ
リッド分離膜が各種開発されているが、MOF 含有量を増大させると膜の力学的安定性が低下すること
から、これまでは CO2 が通過する連続的経路の形成に足る量の MOFの組み込みは困難であった。 
・ 今回開発された捕捉膜は、重量で 50%という前例のない比率で MOF を含有。これにより「CO2 ハイウ
ェイ」のネットワークが膜内に形成され、CO2 のデュアル輸送経路が実現したもの。 

URL:  http://newscenter.lbl.gov/2016/03/17/carbon-capture-membrane/  

(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） 

Enhanced permeation arising from dual transport pathways in hybrid polymer–MOF membranes  

URL:  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/ee/c5ee02660a#!divAbstract  

  

http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=137895&org=NSF&from=news
http://news.stanford.edu/news/2016/march/low-carbon-bioplastic-030916.html
http://www.nature.com/nature/journal/v531/n7593/full/nature17185.html
http://newscenter.lbl.gov/2016/03/17/carbon-capture-membrane/
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/ee/c5ee02660a#!divAbstract
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18- 

19 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
国立再生可
能ｴﾈﾙｷﾞｰ研
究所(NREL) 

    2016/3/18 

NRELの研究が有り余るメタンの有用製品への変換に貢献 
(NREL Research Helps Convert Overabundant Methane into Useful Products) 

・ NREL が、地球上に大量に賦存する GHG、メタンを削減すると同時に存分に活用されていないその高
エネルギーのガスを利用する、燃料や化学品の生物学的生産プロセスの研究を発表。 
・ メタンの生物的変換（生体触媒）技術の進展における制約は、メタン資化性微生物の緩慢な生育速度
と可能な遺伝子操作が限定的であること。そのため NREL は、メタンからバイオプラスチックの製造に使
用される付加価値の高い化学品原料となる乳酸塩への変換を容易にする遺伝子工学ツールを新たに
開発。さらに工業的に有望なメタン酸化生体触媒（微生物）Methylomicrobium burytense の分離に成
功。 
・ 本研究はメタン変換細菌アレイと、GHG 排出量を軽減しながらメタン由来の「グリーン」かつ高容量の
化学品と燃料をもたらす製造法の開発の端緒を開くもの。 
 

URL:  http://www.nrel.gov/water/news/2016/24658.html  

(関連情報）  

      

Scientific Reports 掲載論文（フルテキスト） 

Bioconversion of methane to lactate by an obligate methanotrophic bacterium 

URL:  http://www.nature.com/articles/srep21585  

18- 
20 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ｵｰｸﾘｯｼﾞ国立
研究所
(ORNL) 

    2016/3/22 

再生可能材料が 50%を占める頑丈なプラスチックをオークリッジ国立研究所が開発 
(Ornl researchers invent tougher plastic 50 percent renewable content) 

・ ORNLが、アクリロニトリル、ブタジエン、スチレンから成るABS樹脂のスチレンを植物細胞壁由来のリ
グニンに置換することにより、新たな熱可塑性物質を作成。また、その過程で、合成ゴムマトリックスと、
その中に分散させた同量のナノスケールリグニンを相互に連結する無溶媒製造プロセス（特許出願中）
を開発。 
・ 今回開発された ABL 樹脂は、溶融・成形が可能で延性があり、その靱性は ABS 樹脂の 10 倍以上。
さらに ABL はリサイクル可能で、3 度溶融しても機能が損なわれない。 
・ 本研究のポイントは、延性に富む柔らかい物質に硬くて脆いリグニンを化学的に結合させることで、
耐変形性と剛性をもたせたこと。アクリロニトリルとブタジエンから成る合成ゴム（ニトリルゴム）と粉状リ
グニンとを等量含む溶融混合物を熱せられたチャンバー内で練ると、リグニンの塊は 10～200nm の層
状の浸透膜に分解され、合成ゴムとよく混ざり合う。同ゴム中のアクリロニトリル量を 41%とした時に、靱
性と剛性とのバランスが最適になることも確認。また、混ぜ合わせる材料を 140～160℃に熱すると、望
ましいハイブリッド相が形成されることが判明。 
・ 今後は、バイオ精製所で生じる他の原材料の研究に加え、加工条件、材料構造および性能の相関関
係を探求する予定。 

URL:  
https://www.ornl.gov/news/ornl-researchers-invent-tougher-plastic-50-percent-renewable-c
ontent  

(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) 

A New Class of Renewable Thermoplastics with Extraordinary Performance from Nanostructured 
Lignin-Elastomers 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.201504990/abstract  

  

http://www.nrel.gov/water/news/2016/24658.html
http://www.nature.com/articles/srep21585
https://www.ornl.gov/news/ornl-researchers-invent-tougher-plastic-50-percent-renewable-content
https://www.ornl.gov/news/ornl-researchers-invent-tougher-plastic-50-percent-renewable-content
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.201504990/abstract
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【蓄電池・ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ分野】  

18- 
21 

スウェーデン
王国・リンショ
ーピング大学 

    2016/3/11 

熱を電気として貯蔵 
(Here heat is stored as electricity) 

・ リンショーピング大学が、太陽の熱エネルギーを電気として貯蔵するスーパーキャパシタを開発。 
・ 安価で無毒、安定しており、室温下でのハンドリングが可能な材料とスーパーキャパシタの温度勾配
による発電現象「熱電効果」を利用。 
・ 同大学は、通常使用される電解質の熱電変換能力が 100 倍となる導電ポリマーを発見。原理は不明
だが、現在最高のスーパーキャパシタに比して 2,500 倍のエネルギーを変換・貯蔵できることを確認。 
・ 同技術は特許出願中。このようなまったく新しいタイプのエネルギー貯蔵デバイスの産業スケールで
の量産が期待される。 

URL:  https://liu.se/forskning/forskningsnyheter/1.675552?l=en  

(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） 

Ionic thermoelectric supercapacitors 

URL:  http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2016/EE/C6EE00121A#!divAbstract  

18- 
22 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2016/3/14 

MITが無毒性のポータブル発電方法を開発 
(MIT develops nontoxic way of generating portable power) 

・ MIT が、金属や有毒物質が不要な発電デバイスを開発。可燃材料でコーティングしたカーボンナノチ
ューブ(CNT)の一方の端に点火して導火線のように燃焼させることで発電。 
・ 2010 年の開発当時に比して熱エネルギーの電気エネルギーへの変換効率が千倍超向上。現在最も
優れた電池並みの出力が可能だが、商業化には数年かかる見込み。 
・ これは、熱のパルスが CNT で電子を押し進める熱力波を利用した現象を活用するデバイスで、研究
チームは熱の波が単一電圧を発生させる場合と、同じ場所で 2種の電圧を発生させる場合があることを
発見。理論的には熱力波は 2 種の異なる部分に分かれて互いに補強又は対抗し合うと仮定。 
・ CNT のコーティングには一般的な糖であるスクロースを利用したが、他材料利用で効率がより向上す
ると考える。同デバイスは、すでに LED ライト等の単純な電子デバイスに電気を供給できるだけの出力
を持つ。 
・ さらに、長期に保存されると徐々に電気を失う電池と異なり同デバイスの貯蔵寿命は事実上無限。ま
た、微細化が可能なため微小なウェアラブルデバイスでの利用が期待。 

URL:  http://news.mit.edu/2016/mit-develops-nontoxic-way-generating-portable-power  

(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） 

Sustainable power sources based on high efficiency thermopower wave devices 

URL:  http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2016/EE/C5EE03651H#!divAbstract  

18- 

23 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾛｰﾚﾝｽﾘﾊﾞﾓｱ
国立研究所

(LLNL) 

    2016/3/21 

金属酸化物で蓄電池を高容量化 
(Scientists pump up batteries with metal oxides) 

・ LLNLがリチウムイオン蓄電池の容量とサイクル特性を向上させる金属酸化物(MO)を特定。 
・ LLNL は 3 種類のグラフェン金属酸化物(GMO)ナノコンポジットを作製し、電気化学的特性を比較。出
来合いのグラフェンエアロゲル電極を金属イオン溶液に投入（ゾルゲル法）。これにより MO ナノ粒子は
全てグラフェンの表面に定着し、（サイクル時）エアロゲル空隙内の電解質と接触。この作成法では、ほ
ぼ全てのMOの活性が確保される上、同じ 3Dグラフェン構造を使用するため、様々な種類のGMOの電
気化学的特性を直接比較することが可能。 
・ 実験により明らかになったのは、リチウムの可逆容量増加において MO が果たす役割。グラフェンに
よる大容量化への寄与の度合いは、各 MO のリチウム貯蔵メカニズムとグラフェンに対する MO の被覆
率により決定。 

URL:  https://www.llnl.gov/news/scientists-pump-batteries-metal-oxides  

(関連情報）  

      

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

Solvent-directed sol-gel assembly of 3-dimensional graphene-tented metal oxides and strong 
synergistic disparities in lithium storage  

URL:  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/ta/c5ta10730j#!divAbstract  

  

https://liu.se/forskning/forskningsnyheter/1.675552?l=en
http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2016/EE/C6EE00121A#!divAbstract
http://news.mit.edu/2016/mit-develops-nontoxic-way-generating-portable-power
http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2016/EE/C5EE03651H#!divAbstract
https://www.llnl.gov/news/scientists-pump-batteries-metal-oxides
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/ta/c5ta10730j#!divAbstract
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【新エネルギー分野(太陽光発電)】  

18- 
24 

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) 

    2016/3/17 

ペロブスカイト太陽電池がエネルギー変換効率 21.1%と記録的な再現性を達成 
(Perovskite solar cells hit 21.1% efficiency and record reproduciblity) 

・ EPFL がセシウムを含有したペロブスカイト太陽電池を開発。エネルギー変換効率 21.1%と記録的な
再現性を達成。 
・ トリプルカチオンのペロブスカイト混合(Cs/MA/FA)を初めて実施。新しいペロブスカイト膜は熱安定
性に優れ、温度や溶剤蒸気、デバイスの加熱プロトコル等の不確定要素から受ける影響が少ない。 
・ さらに、250 時間後でも作動条件下で安定したエネルギー変換効率 21.1%と出力 18%を提示。 
・ ペロブスカイト太陽電池のコスト効果的な大規模製造の主要要件は再現性と安定性であることから、
これらの特性は商業化に極めて重要。 

URL:  http://actu.epfl.ch/news/perovskite-solar-cells-hit-211-efficiency-and-reco/  

(関連情報）  

      

Energy & Environmental Science 掲載論文(フルテキスト） 

Cesium-containing Triple Cation Perovskite Solar Cells: Improved Stability, Reproducibility and High 
Efficiency  

URL:  http://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2016/ee/c5ee03874j  

【新エネルギー分野(バイオマス)】  

18- 
25 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
イリノイ大学 

    2016/3/17 

サトウキビ由来バイオディーゼルは大豆由来に比して経済性がより高い 
(Biodiesel from sugarcane more economical than soybean)                       

・ 米国 ARPA-E（エネルギー高等研究計画局）は、米国の大豆由来のバイオディーゼル燃料生産課題
に対応するため、新たなドロップイン燃料を製造するハイリスク・ハイリターンな「PETRO プログラム」を
実施。 
・ イリノイ大学による同プロジェクトの最新研究結果が、サトウキビ由来燃料の大量製造とその技術
は、大豆由来燃料のそれらに比して経済性が優れることを実証。 
・ 同大学は、サトウキビの糖から脂質(オイル)への変換代謝を操作した「oil-cane」で、元来の脂質
0.05%を 20倍の約 1%に増加させることに一年以内で成功。現時点では 12%を達成しており、最終的には
20%を目指す。 
・ また、oil-cane ではより大量のバイオマスとオイル生産につながる低温度耐性向上や、より効率的な
光合成も達成。糖に変換するエネルギー全てが脂質生成に使えれば、1 エーカー(約 4,027 平米)当たり
17～20 バレルのオイルの獲得が可能となる。 
・ Oil-cane の利点は、植物中に残った糖をエタノールに変換できること。また、茎に 20%の脂質を含む
oil-cane を米国南東部の未利用土地で育成した場合、米国のディーゼル・ジェット燃料の 2/3 超を賄え
ると分析。これは米国内で生産する大豆を全てバイオディーゼル生産に利用した場合を超えるもの。 
・ 現在の大豆由来バイオ燃料価格は$4.10/ガロン($1.08/l)。脂質 2%の oil-cane では$3.30/ガロン、脂
質 20%では$2.20/ガロン。脂質 1、5、10%の oil-caneから生産するエタノールでは経済便益が増加する。 

URL:  http://news.aces.illinois.edu/news/biodiesel-sugarcane-more-economical-soybean  

(関連情報）  

      

Biofuels, Bioproducts and Biorefining (Biofpr)掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Techno-economic analysis of biodiesel and ethanol co-production from lipid-producing sugarcane 

URL:  
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bbb.1640/abstract;jsessionid=7238A6C50A0B28C41
3A7CB837567C0ED.f04t02  

【新エネルギー分野(燃料電池・水素）】  

18- 
26 

ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・州立ルー
ル大学 

    2016/3/10 

水電解の効率が倍増 
(Efficiency of water electrolysis doubled) 

・ ルール大学他が水素製造方法の 1 つである水電解につき、反応を最も効果的に促進するための中
間体の付着度合を分析。 
・ 白金・ロジウム・パラジウムでできた従来の電極は中間体をやや強く結合しすぎるため、銅原子の層
を適用して白金触媒表面の特性を修正したところ、純白金電極を用いたときよりも 2倍の水素生成に成
功。また、銅層が電極の耐用年数を伸ばすことも判明。 
・ 電気分解を使った水素の生成は環境に優しいエネルギーへの転換に貢献。さらに、本研究を介して
異なる金属原子を正確に配置することによる触媒表面の設計のテストを重ねることは、他の分野でも有
効活用できると期待。 

URL:  http://aktuell.ruhr-uni-bochum.de/pm2016/pm00033.html.en  

（関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Making the hydrogen evolution reaction in polymer electrolyte membrane electrolysers even faster 

URL:  http://www.nature.com/ncomms/2016/160310/ncomms10990/full/ncomms10990.html  

  

http://actu.epfl.ch/news/perovskite-solar-cells-hit-211-efficiency-and-reco/
http://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2016/ee/c5ee03874j
http://news.aces.illinois.edu/news/biodiesel-sugarcane-more-economical-soybean
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bbb.1640/abstract;jsessionid=7238A6C50A0B28C413A7CB837567C0ED.f04t02
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bbb.1640/abstract;jsessionid=7238A6C50A0B28C413A7CB837567C0ED.f04t02
http://aktuell.ruhr-uni-bochum.de/pm2016/pm00033.html.en
http://www.nature.com/ncomms/2016/160310/ncomms10990/full/ncomms10990.html
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18- 
27 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
SLAC 国立加
速器研究所 

    2016/3/24 

従来よりも 3 倍優れる水電解の新触媒 
(New Catalyst is Three Times Better at Splitting Water )                          

・ SLAC とカナダ・トロント大学は共同で、水電解においてこれまでの最高記録の 3 倍の機能を発揮す
る新型の酸素発生触媒を開発。同触媒は高価なレアメタルではなく、鉄、コバルト、タングステンという
豊富に賦存する 3 種の金属から成り、超先進的ツールを用いずに製造が可能な上、スケールアップも
容易。 
・ 1～2種類の金属を含む従来の触媒にタングステンを追加し、3種の金属を完全に混ぜ合わせて活性
部位付近に均一に分布させることで、触媒活性が飛躍的に増大。このことは SLAC のコンピューティン
グ設備を使用して突き止めた後、実験で実証。タングステン原子は他の 2 種の原子よりも大きいため、
原子格子を押し広げて幾何学的かつ電子的に反応を促進。 
・ 同研究チームは、3 種の金属を溶液に溶かし込み、塊を形成しないように調整しながら室温で徐々に
ゲル化。その後ゲルを乾燥させると、多数の微小な孔を有する高表面積の白い粉が生成。これにより
互いに反応できる表面積を増大。 
・ 試験では、同触媒は酸素ガスを重量当たり従来の 3 倍の速度で発生させ、数百回の反応サイクルを
通じて安定的に機能。 
・ 今後は同触媒の改良によってさらに効率的な水電解システムを開発するとともに、水電解や CO2 分
解向けの他の 3 金属触媒を開発予定。 

URL:  
https://www6.slac.stanford.edu/news/2016-03-24-new-catalyst-three-times-better-splitting
-water.aspx  

(関連情報）  

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料) 

Homogeneously dispersed, multimetal oxygen-evolving catalysts 

URL:  http://science.sciencemag.org/content/early/2016/03/23/science.aaf1525  

(関連情報）  

      

トロント大学のリリース記事 

Global collaboration led by U of T Engineering designs world’s most efficient catalyst for storing energy 

URL:  
http://news.utoronto.ca/global-collaboration-led-u-t-engineering-designs-world%E2%80%99s-
most-efficient-catalyst-storing-energy  

18- 
28 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ｵｰｸﾘｯｼﾞ国立
研究所
(ORNL) 

    2016/3/31 

オークリッジ国立研究所が自動車向け 20kW ワイヤレス充電の実証で大きく前進 
(Ornl surges forward 20-kilowatt wireless charging vehicles) 

・ ORNL がトヨタ等と共同で、電気自動車向けの 20kW ワイヤレス充電システムを世界で初めて実証。
充電効率は 90%、充電速度は一般的に使用されているプラグインシステムの 3倍。同研究所で 2～3年
前に行われた概念実証実験から、商用化に向けて大きく前進。 
・ 同システムは、ORNL 開発のインバータ、絶縁変圧器、車体側エレクトロニクス、カップリング技術等
を含む独特のアーキテクチャ開発により実現したもの。本実証では、10kWh の追加バッテリーを搭載し
たトヨタの「RAV4」に単一コンバータシステムを組み込み。 
・ 次の目標は、商業利用されているプラグイン急速充電機の電力レベルに匹敵する 50kW のワイヤレ
ス充電。同技術の実現は、電気自動車の普及促進だけでなく、自動運転車の実用化や、トラック・バス
等の大型車の充電にも不可欠。 
・ 今回開発のシステムは、利便性と単純さを重視した結果、車載システムの複雑さが最小化。当初の
狙いであった静止中の（静的）ワイヤレス充電だけでなく、走行中の（動的）充電性能についても評価・
実証した。 
・ 本プロジェクトは、DOEの「EV Everywhere Grand Challenge」の一環。 

URL:  https://www.ornl.gov/news/ornl-surges-forward-20-kilowatt-wireless-charging-vehicles  
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