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ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・ﾏｯｸｽﾌﾟﾗﾝ
ｸ協会(MPG） 

    2016/5/24 

合金の強度と延性 
(Strength and ductility for alloys) 

・ マックスプランク協会他が、十分な強度と延性をあわせ持つ新しいタイプの金属素材を発表。 
・ 高エントロピー合金に見られる強度と鋼鉄が備える優れた延性という 2つの特性が共存する結晶構
造をもつ材料を調査し、鉄 50%・マンガン 30%・コバルトおよびクロム各 10％からなる合金を生成。強度
と延性の両方において並はずれた高い値を達成。 
・ この新しい金属素材は、材料加熱炉で鋼鉄と同じくらい簡単かつコスト効率よく加工できる。また、
薄いが十分に強度のある本合金は、自動車部品等に適用される金属シートの将来設計に貢献し資源
の節約にも効果的。 

URL:  https://www.mpg.de/10536074/alloy-high-strength-ductility?filter_order=L&research_topic=  

(関連情報）  

      
Nature 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 
Metastable high-entropy dual-phase alloys overcome the strength–ductility trade-off 
URL:  http://www.nature.com/nature/journal/v534/n7606/full/nature17981.html  

(関連情報）  

      
MITニュースリリース 
New metal alloys overcome strength-ductility tradeoff 
URL:  http://news.mit.edu/2016/new-metal-alloys-overcome-strength-ductility-tradeoff-0518  
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ大学 

    2016/6/2 

可視光領域で動作するメタレンズが光の波長より小さな構造を解像 
(Metalens works in the visible spectrum, sees smaller than a wavelength of light) 

・ ハーバード大学が、可視光領域で動作する高効率な平面のメタレンズを初めて実証。 
・ 微細な導波管の超薄型アレイ(メタ表面）が通過する光を屈折。光の波長を下回るサイズのナノスケ
ール構造を解像できる。 
・ 可視光領域で動作するため、現在顕微鏡や携帯電話の積層湾曲レンズを代替する可能性あり。メ
タレンズは近い将来マイクロプロセッサ等の生産ファウンドリで従来よりも低コストでの製造が期待で
きる。 
・ 同メタレンズは、広帯域イメージングシステムの超小型化を促進し、高性能な AR/VR ウェアラブル
ディスプレーに必要な軽量性やサイズ等を備えた次世代オプティカルサブシステムの可能性を拓く。 
・ 光の波長を下回るサイズの構造(約 400nm 幅)を解像するよう、二酸化チタンを使ったスムーズで高
アスペクト比のナノ構造アレイを設計。ワンレイヤーのリソグラフィーのみで製造できる。 
・ 同技術は特許出願済み。現在商業化の機会を積極的に探っている。 

URL:  
https://www.seas.harvard.edu/news/2016/06/metalens-works-in-visible-spectrum-sees-sm
aller-than-wavelength-of-light  

(関連情報）  

      
Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 
Metalenses at visible wavelengths: Diffraction-limited focusing and subwavelength resolution imaging 
URL:  http://science.sciencemag.org/content/352/6290/1190  

 

《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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大韓民国・
KAIST 

    2016/6/7 

高効率フレキシブル OLED のためのグラフェンベース透明電極 
（Graphene-based transparent electrodes for highly efficient flexible OLEDS) 

・ KAIST 率いる韓国研究チームが、二酸化チタン(TiO2)層と導電ポリマー層の間にグラフェン透明電
極を挟んだ構造の透明アノード電極を利用した、極めてフレキシブルで高効率な有機発光ダイオード
(OLED)を開発。 
・ 透明アノード電極には酸化インジウムスズ(ITO)が一般的に利用されているが、ITO のコストや脆弱
性が課題。多様に優れた特性と原子レベルの薄さ、高度な柔軟性と透明性を有するグラフェンは透明
電極に理想的な材料。 
・ 現在報告されているグラフェンベース OLED と ITOベース OLEDでは効率性がほぼ同水準だが、こ
の新たな電極構造はグラフェンベース OLED の効率性を最大化するもの。 
・ 高屈折率の TiO2 層、低屈折率の導電ポリマー層の正孔注入層(HIL)の間にグラフェン透明電極を
挟んで透明電極の効果的な反射率を向上させる光学的な設計が、光キャビティの共振増強を最大化
して OLED の効率性と色域を向上。また低屈折率のポリマー層が、光子放出を弱らせる主要因である
表面プラズモン・ポラリトン(SPP)損失を低減する。 
・ グラフェン透明電極では前例のない 40.8%の外部量子効率(EQE)と 160.3lm/W の発光効率を確認。
さらに曲率半径 2.3mm での 1,000 回の曲げサイクル後も構造を維持して作動。 
・ 同技術は高度にフレキシブルでウェアラブルなディスプレイ、ヘルスモニタリング用のフレキシブル
センサー等、OLED 光源開発の可能性を拓くものと期待される。 

URL:  
http://www.kaist.ac.kr/_prog/_board/?code=ed_news&mode=V&no=51581&upr_ntt_no=51581&
site_dvs_cd=en&menu_dvs_cd=060101  

(関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Synergetic electrode architecture for efficient graphene-based flexible organic light-emitting diodes 

URL:  http://www.nature.com/ncomms/2016/160602/ncomms11791/full/ncomms11791.html  
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英国・ケンブリ
ッジ大学 

    2016/6/8 

スマートガラスが透明から不透明への変換を 2 千 7 百万回反復 
(Smart glass goes from clear to opaque and back again – 27 million times)  

・ ケンブリッジ大学が、ごく少量の電力で透明から半透明への変換を繰り返すことのできる「スマート
な」ガラスを開発。 
・ 同大学の CAPE (Centre for Advanced Photonics and Electronics)が 過去 20 年間にわたって開発
してきた「Smetic A 複合材」は、樹脂等にロールツーロールにて印刷製造が可能で、ビル、自動車や
ディスプレイで利用できる。 
・ 同複合材は、主にシリコンベースのスメクチック液晶から構成。電圧を加えると液晶の分子が電界
に沿って自己配列し、下部のガラスや樹脂基板を透明に変化させる。電圧の方向を徐々に変えるとイ
オン添加剤が液晶の層構造を壊して不透明化。電圧の周波数を上げることでイオン添加剤の動きが
停止し再び透明に戻る。電圧オフでその時点の透明度を次の電圧オン時まで無電力で維持。 
・ 同技術は特許取得済みで、同大学の Cambridge Enterprise が主要な産業パートナーに商業化。
Smetic A のサンプル実験では、数年間にわたり 1秒間に 1回の透明・不透明変換を 2千 7百万回超
繰り返している。 
・ 他の応用先として透明な熱調整窓や非侵入型の公開情報メッセージシステムも研究中。 

URL:  
http://www.cam.ac.uk/research/features/smart-glass-goes-from-clear-to-opaque-and-bac
k-again-27-million-times  

(関連情報）  

      

Centre for Advanced Photonics and Electronics (CAPE) ウェブサイト 

URL:  http://www-cape.eng.cam.ac.uk/  

21-5 
ｱﾒﾘｶ合衆国・
イリノイ大学 

    2016/6/13 

折り曲げ可能なウェアラブル電子デバイスの新材料 
(New nanomaterial offers promise in bendable, wearable electronic devices) 

・ イリノイ大学と高麗大学校のナノ材料研究チームが、透明・高導電性の超極薄膜を安価かつ簡便
に作成する方法を開発。 
・ 同材料は折り曲げや引き伸ばし可能で、ロールアップできるタッチスクリーンディスプレイやウェアラ
ブルエレクトロニクス等でのアプリケーションの可能性を提供。 
・ 同材料の高い透明度と低い電気抵抗は世界記録に匹敵するもので、激しい引き伸ばしや折り曲げ
サイクルを繰り返した後でも特性を維持。 
・ 電界紡糸(エレクトロスピニング)で作製したポリアクリルニトリル (PAN)のナノファイバー（直径が人
間の毛髪の 1/100)を表面に積層すると自律的に百万回交差する。PAN 自体は導電性を持たないた
め、ファイバーに金属のスパッタコーティング処理を施し、銅、又は銀、ニッケルや金で電気めっきす
る。これによりファイバーの接合部が「自己融合」し、接触抵抗を大幅に低減。電界紡糸と電気めっき
法は、どちらも比較的ハイスループットで実用的な僅か数秒間のプロセス。 
・ このように金属めっきしたファイバーは、手の皮膚、葉、ガラス等の表面に移すことができる。 

URL:  
https://news.uic.edu/new-nanomaterial-offers-promise-in-bendable-wearable-electronic-de
vices  

http://www.kaist.ac.kr/_prog/_board/?code=ed_news&mode=V&no=51581&upr_ntt_no=51581&site_dvs_cd=en&menu_dvs_cd=060101
http://www.kaist.ac.kr/_prog/_board/?code=ed_news&mode=V&no=51581&upr_ntt_no=51581&site_dvs_cd=en&menu_dvs_cd=060101
http://www.nature.com/ncomms/2016/160602/ncomms11791/full/ncomms11791.html
http://www.cam.ac.uk/research/features/smart-glass-goes-from-clear-to-opaque-and-back-again-27-million-times
http://www.cam.ac.uk/research/features/smart-glass-goes-from-clear-to-opaque-and-back-again-27-million-times
http://www-cape.eng.cam.ac.uk/
https://news.uic.edu/new-nanomaterial-offers-promise-in-bendable-wearable-electronic-devices
https://news.uic.edu/new-nanomaterial-offers-promise-in-bendable-wearable-electronic-devices
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(関連情報）  

      

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

Self-Junctioned Copper Nanofiber Transparent Flexible Conducting Film via Electrospinning and 
Electroplating 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201506364/abstract  

【電子・情報通信分野】  
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ウィスコンシン
大学マディソ

ン校 

    2016/5/27 

高速で伸縮性の電子回路がウェアラブルエレクトロニクスの新しい波を創出 
(Fast, stretchy circuits could yield new wave of wearable electronics) 

・ ウィスコンシン大学が、5G（第 5 世代移動通信システム）技術に対応する最速・伸縮性のウェアラブ
ルな集積回路を開発。 
・ 次世代ワイヤレスブロードバンド技術を利用するデバイス開発においてバイオ医療アプリケーション
を含んだウェアラブルエレクトロニクスのアプリケーションの拡大を探る製造業にプラットフォームを提
供。 
・ 同回路は絡み合った超微細ワイヤ 2本でできた送電線が S字型に続いたもので、3Dパズルのよう
に接合する金属ブロックのセグメントで構成。これにより性能を損なわずに伸縮が可能となる。 
・ この構造が外部との接触から送電線を保護し、電磁波を閉じ込めて電流の損失をほぼ完全に防
止。同回路は現時点では最高 40GHzの周波数で作動可能。 
・ 他の送電線では幅約 640μm(.64mm)のところ、同回路は 25μm(.025mm)の薄さ。そのため皮膚に貼
り付ける電子システムアプリケーションに極めて効果的。 

URL:  
http://news.wisc.edu/fast-stretchy-circuits-could-yield-new-wave-of-wearable-electronics
/  

(関連情報）  

      

Advanced Functional Materials 掲載論文(全文は有料） 

Stretchable Twisted-Pair Transmission Lines for Microwave Frequency Wearable Electronics 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.201600856/full  
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ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・州立ルー
ル大学ボーフ

ム 

    2016/6/9 

モノのインターネット：ネット接続世帯のセキュリティギャップを解消する 
(Internet of Things 
Closing security gaps in Internet-connected household) 

・  ルール大学ボーフムは、欧州研究会議 (ERC)の資金提供による「BASTION」プロジェクト
("Leveraging Binary Analysis to Secure the Internet of Things")において、多様なプロセッサを持つデ
バイスで作動するアプリケーションの脆弱性を検出して修正する方法を新たに開発。 
・ 将来、インターネットに接続される日常的なデバイスが攻撃の対象となるが、異なるソフトウェアで
作動するこのようなデバイスに保護メカニズムを提供することは困難。 
・ 同大学は、オリジナルのソースコードではなく、デバイスから直接読み取れる 0と 1のバイナリコード
を分析。様々なバイナリ言語を中間言語に翻訳して、プロセッサに拘らないセキュリティ分析を実施。
Intel、ARM や MIPS の 3 種類のプロセッサに対するアプローチ実施に成功した。 
・ また、中間言語レベルでのセキュリティクリティカルなプログラミングのエラーを検索し、セキュリティ
ギャップの自動的な解消を試みているが、すべてのソフトウェアにはまだ適用できない。 
・しかし、2015 年にはインターネットエクスプローラー(IE)のセキュリティギャップを特定して自動的な解
消に成功。2020 年に同プロジェクトが終了するまでには全プロセッサに対応し、様々なデバイスへの
保護メカニズムの導入が期待される。 
・ 同研究に関する詳細なレポートは、下記の（関連情報)で閲覧可能。 

URL:  http://aktuell.ruhr-uni-bochum.de/pm2016/pm00086.html.en  

(関連情報）  

      

RUBIN Science Magazine 掲載の研究詳細レポート（ウェブページ）  

Closing security gaps in Internet-connected households 
Technology for the Internet of Things  

URL:  http://rubin.rub.de/en/closing-security-gaps-internet-connected-households  

(関連情報）  

      

欧州研究会議(ERC) の資金提供によるプロジェクト 「BASTION」 

ERC Funded Projects BASTION 

URL:  https://erc.europa.eu/projects-and-results/erc-funded-projects/bastion   

 

  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201506364/abstract
http://news.wisc.edu/fast-stretchy-circuits-could-yield-new-wave-of-wearable-electronics/
http://news.wisc.edu/fast-stretchy-circuits-could-yield-new-wave-of-wearable-electronics/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.201600856/full
http://aktuell.ruhr-uni-bochum.de/pm2016/pm00086.html.en
http://rubin.rub.de/en/closing-security-gaps-internet-connected-households
https://erc.europa.eu/projects-and-results/erc-funded-projects/bastion
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【ロボット・AI技術分野】  

21-8 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ大学 

    2016/6/1 

筋肉に着想を得たアクチュエータ 
(Actuators inspired by muscle) 

・ ハーバード大学が、人間の筋肉のように衝撃を吸収する柔らかなアクチュエータを新たに開発。環
境や周囲の人間等に危害を及ぼすことなく協働することが可能に。 
・  同アクチュエータは、バックリングの機械的不安定性や破損点を活用して開発した
VAMPS(vacuum-actuated muscle-inspired-pneumatic structures)と呼ばれるもの。 
・ 従来のソフトアクチュエータは体積を拡大する加圧システムを利用するが、VAMPS は本物の筋肉
のように収縮するため限られた空間や多目的な利用が可能。 
・ 同アクチュエータにはハニカム構造の空気の微小な空孔のチャンバーが充填されており、真空力に
よりチャンバーが崩壊してアクチュエータ全体が収縮することで動きを作る。ハニカム構造を変えるこ
とで直線運動やひねり、曲げや組み合わせの動きが可能となる。 
・ 複雑な制御システムは未開発だが、制御が単純な VAMPS は環境や性能のニーズにより有線・無
線のシステムの一部として利用できる。2mm の穴の損傷を受けた場合でも継続して機能し、損傷が重
大であっても安全に停止する。 
・ 同アクチュエータ及び関連技術について特許出願済み。同技術のライセンスを取得した 2013 年設
立の Soft Robotics社が、野菜等をピックアップしてパッキングするロボットの掌握システムの初期アプ
リケーションを目指して開発を継続中。 

URL:  https://www.seas.harvard.edu/news/2016/06/actuators-inspired-by-muscle  

(関連情報）  

      

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

Buckling Pneumatic Linear Actuators Inspired by Muscle 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/admt.201600055/abstract  
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
デューク大学 

    2016/6/20 

リアルタイムのロボティックモーションプランニング 
(Robotic Motion Planning in Real-Time) 

・ デューク大学が、現在利用される汎用CPUsやGPUsよりも少量の電力で 1万倍速くロボットのモー
ションプランニングを可能にするコンピュータプロセッサを開発。 
・ リアルタイムのモーションプランニングとオペレーションに充分な速さと、数千基のロボットがある環
境での大規模な製造使用に充分なエネルギー効率を備える。 
・ モーションプランニングに特化したこのプロセッサには、並行的な数千回もの衝突チェックにより、最
も時間のかかっていた衝突検出を実行する。 
・ ロボットのアームの作業スペースを数千個のボクセル(立方体の単位）に分解し、予めプログラムし
たモーションパスに含まれるボクセルの一つにオブジェクトが存在するかどうかをアルゴリズムが決定
する。同プロセッサは数千個のモーションパスを同時にチェックして「安全な」選択肢を使うことで最短
のモーションパスを完成させる。 
・ 最先端の高性能グラフィックスプロセッサでは、プランニングに 200～300 ワットの電力を消費して最
大で 1 秒間を要するところ、新プロセッサではミリ秒以下で 10 ワットのみ。 
・ 研究チームはスピンオフ企業の Realtime Robotics 社を設立。同技術を商業化する。 

URL:  https://pratt.duke.edu/about/news/robotic-motion-planning-real-time  

(関連情報）  

      

Robotics: Science and Systems (6 月 18-22 日 米国ミシガン州開催) 発表論文（フルテキスト pdf) 

Robot Motion Planning on a Chip 

URL:  http://www.roboticsproceedings.org/rss12/p04.pdf  

  

https://www.seas.harvard.edu/news/2016/06/actuators-inspired-by-muscle
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/admt.201600055/abstract
https://pratt.duke.edu/about/news/robotic-motion-planning-real-time
http://www.roboticsproceedings.org/rss12/p04.pdf
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【環境・省資源分野】  

21-10 

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) 

    2016/5/24 

天然ガスを最大限に有効活用 
(Getting the most out of natural gas) 

・ ETH が、天然ガスの構成要素を高価値な化学物質にグレードアップするプロセスの最適化に成功。 
・ 同プロセスではメタン(CH4)の水素原子 1 個を臭素原子と置換して、燃料を始め様々な化学物質の
原料となるブロモメタン(methyl bromide: CH3Br)を生成する。 
・ CH3Br が燃料や化学物質に変換されると臭化水素(HBr)として臭素を放出するが、酸素を用いて臭
素を再び CH3Br に戻せるため臭素を損失しないクローズドサイクルが完成。 
・ 触媒を使った現在のメタンのオキシ臭素化反応では不要な副産物を大量に発生させるため、ETH
は反応の選択性の向上を目指して多数の触媒材料を調査。その結果、リン酸バナジウム(vanadium 
phosphate)が最適であることを発見。 
・ 現在、メタンの高価値化学物質変換には合成ガスを使用しているが、これには 30bar の高気圧と
1,000℃の高温度を必要とする。一方、ETH の方法は、標準気圧、500℃以下の温度下のワンステップ
のメタン臭素化プロセス。 
・ 新触媒は、産業アプリケーションに不可欠な、高い安定性と腐食反応環境への耐久性を有する。 

URL:  
https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2016/05/oxybromination-of-me
thane.html  

(関連情報）  

      

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

Catalyst design for natural-gas upgrading through oxybromination chemistry 

URL:  http://www.nature.com/nchem/journal/vaop/ncurrent/full/nchem.2522.html  

21-11 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
コネティカット

大学 

    2016/5/26 

クリーンエネルギー燃料を作る新しい触媒を発見 
(New Catalyst Found for Clean Energy Fuel) 

・ コネティカット大学が、商業的な水素捕獲の可能性が期待できるカーボン・グラフェンナノチューブに
硫黄をドープした触媒を開発。 
・ 水素生成には化石燃料の炭化水素から水素を分離させる方法と水電解があるが、前者では水素
純度が低く副産物があること、後者では高価なプラチナ等の貴金属触媒が必要なこと等課題あり。 
・ 同大学の開発した触媒の作成プロセスでは、ヘテロ原子である硫黄を低レベルで添加し、触媒の利
便性と安定性を維持する微妙な均衡を確保できるようにした。 
・ 同触媒では化学反応プロセスでのエネルギー消費量が他のプロセスに比して大幅に低減し、他の
物質に比してより活性で効率的であることを確認。さらに、酸素発生(OER)・還元(ORR)反応の両反応
プロセスで効率的であることを示唆。 

URL:  http://today.uconn.edu/2016/05/new-catalyst-found-clean-energy-fuel/  

(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） 

Controlling the Active Sites of Sulfur-Doped Carbon Nanotube–Graphene Nanolobes for Highly 
Efficient Oxygen Evolution and Reduction Catalysis 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.201501966/full  

21-12 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ大学
ヴィース研究

所 

    2016/5/29 

バイオニックリーフ 2.0 が太陽光による液体燃料変換効率を向上 
（Bionic breakthrough  
Bionic leaf 2.0 increases efficnency for turning sunlight into liquid fuell） 

・ ハーバード大学ヴィース研究所等が太陽エネルギーで水分子と水素を摂食するバクテリアを分離し
て液体燃料を生成する人工光合成システムを開発。 
・ 「バイオニックリーフ 2.0」と呼ばれる新システムでは自然の光合成を超える効率の 10%を達成(最も
成長が速い植物で 1%)。 
・ 以前の太陽エネルギーでイソプロパノールを生成する研究において、水素を生成するニッケル-モリ
ブデン-亜鉛合金触媒がバクテリアの DNA を破壊する活性酸素(ROS)を生成してしまう問題をシステ
ムを高電圧で作動して解決しようとした結果、効率が低減。 
・ 新システムではコバルト-リン合金触媒を利用することで ROS 発生を抑止。作動電圧低下により効
率の大幅な向上につながった。 
・ さらにイソブタノール、イソペンタノール、パイオプラスチックの前駆体である PHB も生成し、新触媒
は自己回復能力を有する。 
・ 新システムの効率には向上の余地あり。開発途上国での利用を視野に開発を継続予定。 

URL:  http://wyss.harvard.edu/viewpage/634  

(関連情報）  

      

Science 掲載論文（アブストラクトのみ：全文は有料） 

Water splitting–biosynthetic system with CO2 reduction efficiencies exceeding photosynthesis 

URL:  http://science.sciencemag.org/content/352/6290/1210  

  

https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2016/05/oxybromination-of-methane.html
https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2016/05/oxybromination-of-methane.html
http://www.nature.com/nchem/journal/vaop/ncurrent/full/nchem.2522.html
http://today.uconn.edu/2016/05/new-catalyst-found-clean-energy-fuel/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.201501966/full
http://wyss.harvard.edu/viewpage/634
http://science.sciencemag.org/content/352/6290/1210
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21-13 

豪・メルボル
ン大学 

    2016/6/7 

新しい分子設計が燃料電池車を稼働 
(New molecular design to get hydrogen-powered cars motoring) 

・ メルボルン大学が、70℃の温度下でギ酸から水素と CO2 を生成させる分子触媒を新たに開発。 
・ 廃棄物質を生成しない 100%の収率と選択性の化学反応は現代化学における課題の一つ。最終的
には水素のみの生成を目指す。 
・ 効果的な気相技術を使って一連の銀の複合体を作成し、ギ酸との反応を試験。効果的に水素と
CO2 のみを生成する触媒の特定と組織化に成功。 
・ この新触媒設計は水素エネルギー需要に応えるための重要な一歩ではあるが、CO2排出やそれを
使ったギ酸の再生方法等、解決すべき課題あり。 

URL:  
http://newsroom.melbourne.edu/news/new-molecular-design-get-hydrogen-powered-cars-
motoring  

(関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Ligand-induced substrate steering and reshaping of [Ag2(H)]+ scaffold for selective CO2 extrusion 
from formic acid 

URL:  http://www.nature.com/ncomms/2016/160606/ncomms11746/full/ncomms11746.html  

21-14 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾛｰﾚﾝｽﾘﾊﾞﾓｱ
国立研究所

(LLNL) 

    2016/6/15 

3D 印刷されたポリマーがメタンをメタノールに変換 
(3-D printed polymer turns methane to methanol) 

・ LLNL が、室温・室圧でメタンからメタノールを連続生成する酵素含有ポリマー製リアクタを初めて製
造。メタン変換による高効率なエネルギー産生につながる可能性。 
・ 同研究チームがメタン資化性菌から取り出した酵素は、ポリマー内部でも最大 100%の活性を維持。
このポリマーを 3D 印刷または成型して革新的なリアクタを製造。 
・ メタンを有用な製品に変換する従来の工業技術は高温・高圧を要するため、大規模に実施しないと
利益が出ない。そのため、利用が困難なメタン・天然ガス源（小規模なもの、パイプラインから遠いもの
等）から液化炭化水素を高効率で生成する技術が求められている。 
・ 周囲条件下で効率良くメタンをメタノールに変換する触媒として唯一知られているのはメタンモノオ
キシゲナーゼ(MMO)だが、これを含むメタン資化性菌を利用して反応させる場合、その生命維持と代
謝のためにエネルギーを要する。本研究ではメタン資化性菌から分離した同酵素を直接利用すること
で、より高度な反応制御と、変換効率および柔軟性の向上が期待。 
・ 3D 印刷されたポリマーは繰り返しの使用が可能な上、同酵素を溶液中に分散させて用いる従来の
方法よりも高濃度で利用できることが判明。 

URL:  https://www.llnl.gov/news/3-d-printed-polymer-turns-methane-methanol  

(関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト) 

Printable enzyme-embedded materials for methane 
to methanol conversion 

URL:  http://www.nature.com/ncomms/2016/160615/ncomms11900/pdf/ncomms11900.pdf  

21-15 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
カリフォルニ
ア大学校アー
バイン校(UCI) 

    2016/6/21 

プラスチック廃棄物を燃料にリサイクルする新しい方法を発見 
(Chemists find new way to recycle plastic waste into fuel) 

・ UCI と中国科学院上海有機化学研究所(SIOC)が、大量のプラスチック廃棄物を液体燃料に変換す
る方法を開発。 
・ 現在のプラスチック袋やボトル等のリサイクルには、ポリマーの強力な化学結合の分解に腐食性化
学物質のラジカルや 700℉を超える高温を必要とする。 
・ 新方法では、アルカンを用いたクロスメタセシスプロセスでポリエチレンをより穏やかで効率的に分
解。同方法に必要な物質は製油プロセスの副産物のためすぐに入手できる。 
・ 触媒活性向上や長寿命化、コスト低減等を含み、さらに効率向上を目指して研究を継続する。 

URL:  https://news.uci.edu/research/chemists-find-new-way-to-recycle-plastic-waste-into-fuel/  

(関連情報）  

      

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

Efficient and selective degradation of polyethylenes into liquid fuels and waxes under mild conditions 

URL:  http://advances.sciencemag.org/content/2/6/e1501591  

  

http://newsroom.melbourne.edu/news/new-molecular-design-get-hydrogen-powered-cars-motoring
http://newsroom.melbourne.edu/news/new-molecular-design-get-hydrogen-powered-cars-motoring
http://www.nature.com/ncomms/2016/160606/ncomms11746/full/ncomms11746.html
https://www.llnl.gov/news/3-d-printed-polymer-turns-methane-methanol
http://www.nature.com/ncomms/2016/160615/ncomms11900/pdf/ncomms11900.pdf
https://news.uci.edu/research/chemists-find-new-way-to-recycle-plastic-waste-into-fuel/
http://advances.sciencemag.org/content/2/6/e1501591
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【蓄電池・ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ分野】  

21-16 

ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ国立
技術開発セン
ター(VTT) 

    2016/6/8 

マイクロ回路チップ中の新電源：VTT が効率的なナノ材料ベースエネルギー貯蔵を開発 
(Novel energy inside a microcircuit chip: VTT developed an efficient nanomaterial-based integrated 
energy storage) 

・ VTTが、シリコンマイクロ回路チップに直接組み込めるマイクロスーパーキャパシタを開発。 
・ VTTは 原子層堆積(ALD)法により多孔質シリコンを薄さ数 nmの窒化チタンでコーティングしたハイ
ブリッドナノ材料で電極を開発し、小容量でも大きな導電表面積を作成。2 本のハイブリッド電極間に
形成されたマイクロチャネルのイオン液体により、極めて小規模で効率的なエネルギー貯蔵を実現。 
・ 出力、エネルギー、耐久性においてシリコンベースのマイクロスーパーキャパシタが主要なカーボン
・グラフェンベースデバイスに初めて匹敵。 
・ 同マイクロスーパーキャパシタは、マイクロ電子デバイスに直接組み込めて熱、光、振動の異なる
環境発電による電気エネルギーを貯蔵する。これは自律的なセンサーネットワークや IoT のモバイル
エレクトロニクスに重要。 
・ チップに組み込んだ実証では最大で 0.2 ジュールのエネルギーを貯蔵。1 ㎠のシリコンチップで 2 ワ
ットを発電。 
・ 現在同技術の商業化に関心のある者を探している。 

URL:  http://www.vttresearch.com/media/news/novel-energy-inside-a-microcircuit-chip  

(関連情報）  

      

Nano Energy 掲載論文(フルテキスト) 

Conformal titanium nitride in a porous silicon matrix: A nanomaterial for in-chip supercapacitors 

URL:  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211285516300842  

21-17 

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ連
邦・豪州連邦
科学産業研
究機構
(CSIRO) 

    2016/6/14 

塩浴で電気自動車の次世代蓄電池をブースト 
(Salt baths boost next gen batteries for electric cars)  

・ CSIRO が、ロイヤルメルボルン工科大学(RMIT)とクイーンズ工科大学(QUT)と共同で、リチウム金
属電極を電解質塩溶液で前処理することで、蓄電池寿命を延長し、電池性能と安全性向上を実証。 
・ 同技術により、EV の走行距離と充電性能が化石燃料車の水準に向上することが期待。また、前処
理したリチウム金属電極は現在市場の他の蓄電池の性能を超える可能性も。 
・ 蓄電池組立前にリチウム金属電極をイオン液体とリチウム塩を混合した電解質浴に浸す前処理プ
ロセス。これにより電極の表面に保護膜を作り、蓄電池作動の安定化を促進。 
・ 前処理した電極を使った蓄電池は、性能劣化無く寿命が最高で 1 年延長。同プロセスは既存の製
造プロセスに容易に導入できる。 
・ 現在、同技術を基に蓄電池を開発中。この材料とデイバスを市場化するためのパートナーを探して
いる。 

URL:  
http://www.csiro.au/en/News/News-releases/2016/Salt-baths-boost-next-gen-batteries-f
or-electric-cars?featured=F29EDEB1728C4A92B579C7A5DC28BAD5  

(関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Stabilizing lithium metal using ionic liquids for long-lived batteries 

URL:  http://www.nature.com/ncomms/2016/160613/ncomms11794/full/ncomms11794.html  

21-18 
ｱﾒﾘｶ合衆国・
スタンフォード

大学 

    2016/6/17 

スタンフォード大学が水からの水素燃料製造とグリッドスケール蓄電池の改良について新たな方法を
発見 
(Stanford researchers find new way of making hydrogen fuel from water and improve grid-scale 
batteries)                                                  

・ スタンフォード大学が、輸送用クリーン燃料の製造と、グリッドスケールでのエネルギー貯蔵に資す
る新技術を開発。 
・ 前者は中国の 2 大学との共同研究で、太陽光発電による水電解に関するもの。安価で優れた太陽
光吸収体として知られるバナジン酸ビスマスの薄膜上に高さ約 600nmのシリコンナノコーンのアレイを
配置し、さらにこれをぺロブスカイト太陽電池セル上に重ねて 3層のタンデム型デバイスを作製。 
・ 同デバイスを水に浸して使用した際の太陽光から水素への変換効率は、バナジン酸ビスマスの理
論最大値に匹敵する 6.2%で、10 時間を超えて水素を連続生成。同変換効率は将来的に大幅な改善
の余地あり。 
・ 後者は豊田中央研究所との共同研究によるニッケル亜鉛蓄電池の新設計。同蓄電池は、充電中
に亜鉛電極で成長したデンドライトがニッケル電極に触れて短絡するため実用化が困難であった。 
・ 今回の新設計では、両電極を向かい合わせに配するのではなく、両者の間をプラスチック絶縁体で
分離し、さらに亜鉛電極端を炭素絶縁体で包むことで、デンドライトが亜鉛電極の後面で形成。実験で
充放電 800 サイクル超の安定性を実証。また、同設計は様々な種類の金属蓄電池に適用可能。 

URL:  http://news.stanford.edu/press-releases/2016/06/17/stanford-researc-scale-batteries/  

  

http://www.vttresearch.com/media/news/novel-energy-inside-a-microcircuit-chip
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211285516300842
http://www.csiro.au/en/News/News-releases/2016/Salt-baths-boost-next-gen-batteries-for-electric-cars?featured=F29EDEB1728C4A92B579C7A5DC28BAD5
http://www.csiro.au/en/News/News-releases/2016/Salt-baths-boost-next-gen-batteries-for-electric-cars?featured=F29EDEB1728C4A92B579C7A5DC28BAD5
http://www.nature.com/ncomms/2016/160613/ncomms11794/full/ncomms11794.html
http://news.stanford.edu/press-releases/2016/06/17/stanford-researc-scale-batteries/
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(関連情報）  

      

Science Advances 掲載論文(フルテキスト） 

Efficient solar-driven water splitting by nanocone BiVO4-perovskite tandem cells 

URL:  http://advances.sciencemag.org/content/2/6/e1501764.full  

(関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Avoiding short circuits from zinc metal dendrites in anode by backside-plating configuration 

URL:  http://www.nature.com/ncomms/2016/160606/ncomms11801/full/ncomms11801.html  

【新エネルギー分野(太陽光発電)】  

21-19 
ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・アーヘン
工科大学 

    2016/5/30 

エネルギーを供給する道路 
(Roads that Provide Energy) 

・ アーヘン工科大学が路上一体型太陽光発電設備によるエネルギー生成を研究。Solmove 社と協力
してソーラーモジュールの第一実証機を開発し、路面に組み込まれたソーラーモジュールの技術的・
経済的リスクの調査を行う。 
・ 本ソーラーモジュールは、約 5～6 ㎜の厚さで組み合わせや置き換えが自由。非常に安定した滑り
止めタイプのガラスに覆われており、その表面は、太陽光発電層に入射光線を最適に案内し高いエネ
ルギー収量をもたらす仕組み。さらに、この路面は自己洗浄してシステムのピーク効率を維持するよう
設計されており、組み込まれた LED ランプが路肩を照らして安全面に寄与、騒音対策としても効果
的。この太陽光発電路面は、組み込まれた誘導ループで走行中の電気自動者に電力を供給したり、
中間貯蔵システムで超過エネルギーを貯蔵したりすることも可能。 
・ 今後は、重量自動車への耐性や光線が太陽光発電セルに届きにくい交通量の多い道路での効率
改善等、本技術の最適化の研究を継続。 

URL:  https://www.rwth-aachen.de/go/id/lfjo/?lidx=1  

21-20 

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) 

    2016/6/6 

ペロブスカイト太陽電池効率が 20%を超える 
(Perovskite Solar Cells Surpass 20% Efficiency) 

・ EPFLが、SD カード(32.0mm×22.0mm)サイズのペロブスカイト太陽電池でエネルギー変換効率 20%
超を達成。透明な色素増感型太陽電池を開発した EPFLの Graetzel 教授らによる研究結果。 
・ ペロブスカイト太陽電池には有毒な鉛の含有や実際のデバイスの安定性の課題があるが、シリコン
基板上にペロブスカイト薄膜を積層したハイブリッド太陽光パネルでは 30%超の効率、さらに 44%の理
論効率が期待される。 
・ 「vacuum flash」という新しい技術でスピンコート後の余剰液体の揮発成分を選択的に除去し、電気
特性に優れた規則的で光沢性のペロブスカイト結晶を作る結晶成形シードを生成した。 

URL:  http://actu.epfl.ch/news/perovskite-solar-cells-surpass-20-efficiency/  

(関連情報）  

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

A vacuum flash–assisted solution process for high-efficiency large-area perovskite solar cells 

URL:  http://science.sciencemag.org/content/early/2016/06/08/science.aaf8060  

21-21 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
国立再生可
能ｴﾈﾙｷﾞｰ研
究所(NREL) 

    2016/6/27 

PVのリサイクルは未開拓のビジネスチャンス 
(Solar PV Recycling Identified as Untapped Business Opportunity) 

・ NREL と IRENAおよび IEAの Photovoltaic Power Systems Programme (IEA-PVPS)が共同で、新レ
ポート「End-of-Life Management: Solar Photovoltaic Panels」を公開。同レポートは 2050 年までの PV
パネル廃棄物量を初めて予測したもので、パネルリサイクルの重要性を強調。 
・ 同予測によると、2050 年までに全世界で 7,800 万トンの PV パネル廃棄物が発生。これをすべて経
済活動に再投入した場合、回収される材料の価値は 2050 年までに 150 億ドルを超える可能性。 
・ 増大する PV 廃棄物の問題に取り組み、それを取り扱う産業の確立を促進するためには、PV に特
化した効果的な廃棄物規制の採用、既存廃棄物の管理インフラ拡張による使用済パネルの処理、お
よびパネル廃棄物管理のさらなるイノベーションの促進が必要と示唆。 
・ 公共・民間部門における PV モジュールリサイクルの技術開発動向に関する新たなレポートを準備
中。 

URL:  http://www.nrel.gov/pv/news/2016/33703.html  

(関連情報）  

      
公開された新レポート（IRENAウェブサイト：PDF100 頁、全文をダウンロード可能） 
End-of-life management: Solar Photovoltaic Panels 

URL:  http://www.irena.org/menu/index.aspx?mnu=Subcat&PriMenuID=36&CatID=141&SubcatID=27
34  

(関連情報）  

      
IEA-PVPS による同レポートの紹介記事 
End of life management solar photovoltaic panels 
URL:  http://www.iea-pvps.org/index.php?id=357  

http://advances.sciencemag.org/content/2/6/e1501764.full
http://www.nature.com/ncomms/2016/160606/ncomms11801/full/ncomms11801.html
https://www.rwth-aachen.de/go/id/lfjo/?lidx=1
http://actu.epfl.ch/news/perovskite-solar-cells-surpass-20-efficiency/
http://science.sciencemag.org/content/early/2016/06/08/science.aaf8060
http://www.nrel.gov/pv/news/2016/33703.html
http://www.irena.org/menu/index.aspx?mnu=Subcat&PriMenuID=36&CatID=141&SubcatID=2734
http://www.irena.org/menu/index.aspx?mnu=Subcat&PriMenuID=36&CatID=141&SubcatID=2734
http://www.iea-pvps.org/index.php?id=357
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【政策】  

21-22 
ｱﾒﾘｶ合衆国・
ｴﾈﾙｷﾞｰ省

(DOE) 

    2016/6/21 

DOEが有望なエネルギー技術の商用化促進を目的に 54件のプロジェクトに対し 1,600万ドルの資金
提供を発表：TCFが 12 国立研究所と 58 民間パートナーを支援 
(DOE Announces $16 Million for 54 Projects to Help Commercialize Promising Energy Technologies: 
Technology Commercialization Fund Will Support 12 National Labs and 58 Private Sector Partners) 

・ DOE が、同局傘下の国立研究所が開発した有望なエネルギー技術の商用化を促進するため、約
1,600 万ドルを資金提供することを発表。これは Technology Commercialization Fund (TCF)を通じた全
DOE規模の第 1回資金提供。支援対象は 12の国立研究所が実施する 54件のプロジェクトで、58の
民間部門パートナーが参画。 
・  TCF は、同局の研究開発・実証・普及活動の商業的インパクト拡大を目的とする Office of 
Technology Transitions (OTT)が管理。今回の募集は、民間パートナーを得るためにさらなる技術的成
熟が必要とされるプロジェクト、および国立研究所が開発した技術の商業的応用の促進を目指して設
計された、研究所と産業パートナーとの共同開発プロジェクトを対象に実施。 
・ 採択されたプロジェクトは、民間から同額の資金提供を受ける。各プロジェクトの概要は本文を参照
のこと。 

URL:  
http://energy.gov/technologytransitions/articles/doe-announces-16-million-54-projects-hel
p-commercialize-promising  

21-23 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
DOE・ｴﾈﾙｷﾞｰ
効率･再生可
能ｴﾈﾙｷﾞｰ局

(EERE) 

    2016/6/21 

クリーンエネルギー技術革新に注力する中小企業に対し DOEが 2,300 万ドルの資金提供を発表 
(Energy Department Announces $23 Million for Small Businesses Focused on Clean Energy 
Innovations) 

・ DOE が、商用化の可能性と潜在的な雇用創出効果が高いクリーンエネルギー技術の一層の発展
を目的として、中小企業が主導する新規プロジェクト 23件に対し 2,300万ドルを資金提供すると発表。 
・ これは Small Business Innovation and Research (SBIR)による資金提供で、各プロジェクトには今後
2年間で100万ドルを支援。製造工程の改善、ビル効率の向上、輸送のサステナビリティー増大、再生
可能エネルギー資源からの発電等に資する有望な概念の進展に貢献。 
・ 今回のフェーズⅡに進んだプロジェクト 23 件の大部分は、昨年のフェーズⅠで採択されたもの。各
プロジェクトの概要は関連資料を参照のこと。 

URL:  
http://energy.gov/eere/articles/energy-department-announces-23-million-small-businesses
-focused-clean-energy  

(関連情報）  

      

採択プロジェクトの詳細 

FY2016 SBIR/EERE Phase II Award Select 

URL:  
http://energy.gov/eere/technology-to-market/downloads/fy2016-sbireere-phase-ii-award-
selections  

 

 

 

おことわり 
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