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23-1 

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) 

    2016/7/13 

水、塩、原子 3 個分の薄膜で発電 
(Electricity generated with water, salt and a three-atoms-thick membrane)        

・ EPFLが、水、塩と原子 3個分の薄さの二硫化モリブデン(MoS2)膜で、イオン浸透を利用して発電す
るシステムを開発。 
・ 同システムは、塩分濃度の異なる海水と淡水を MoS2 薄膜で隔てた構造。両液体の塩分濃度が均
衡するまでイオンが MoS2 膜のナノポア（微小孔）を通る際に、イオンの電子が電極に移動することで
発電。2D 材料がこのようなアプリケーションに利用されるのは初めて。 
・ MoS2 膜は正イオンを通すが負イオンをはじくため、2 種の液体間でプラス電荷とマイナス電荷の電
圧を生じさせる。イオンを通すナノポアの最適なサイズの発見が鍵。 
・ 表面積が 1㎡で 30%がナノポアの MoS2膜では、1MWを発電可能と試算（標準的な省エネ型電球 5
万個の点灯に充分な電力に相当）。MoS2 は豊富に賦存する物質で CVD で成長できるため、同発電
システムは大規模発電にスケールアップできる可能性があるが、その場合は均一のナノポアの製造
が重要となる。 

URL:  http://actu.epfl.ch/news/electricity-generated-with-water-salt-and-a-3-atom/  

(関連情報）  

      
Nature 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 
Single-layer MoS2 nanopores as nanopower generators 
URL:  http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature18593.html  
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ライス大学 

    2016/7/14 

「リベットグラフェン」が威力を証明 
(‘Rivet graphene’ proves its mettle) 

・ ライス大学が、カーボンナノチューブ(CNT)とカーボンナノスフィアを組み合わせた「リベット・グラフェ
ン」を開発。CNT の強度とナノスフィアの鉄ナノ粒子を取り込む力を利用して材料のポータビリティーと
電気特性を向上させたもの。 
・ 現在、CVD 法で成長させたグラフェンは、しわや破れを避けるためポリマー層に転移しているが、ポ
リマーではコンタミやグラフェンの導電性を損なう問題があった。 
・ リベットグラフェンは、このようなポリマーのプロセスを不要にするほど強靭で、接合部の電気効率
が高まるため電極とのインターフェイスが通常のグラフェンに比して大幅に向上。さらに、CNT がグラ
フェンにより高度な導電性を与えるため、電子デバイスでのグラフェン利用には最適の材料。 
・ 「ナノ・オニオン」と呼称される同材料は、30nm の鉄コアをカーボン層で包んだ構造で、ナノチューブ
分散とグラフェン積層の後に CVD炉中で形成。最終ステップで全構成要素をまとめる。透明性も高く、
フレキシブル、透明なエレクトロニクスでの利用にも適し、シンプル化したプロセスはスケールアップ可
能。 

URL:  http://news.rice.edu/2016/07/14/rivet-graphene-proves-its-mettle-2/  

(関連情報）  

      
ACS NANO 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 
Rivet Graphene 
URL:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsnano.6b03080  

 

《本誌の一層の充実のため、ご意見、ご要望など下記宛お寄せください。》 

E-mail：q-nkr@ml.nedo.go.jp 

NEDO は、国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構の略称です。 
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾛｰﾚﾝｽﾘﾊﾞﾓｱ
国立研究所

(LLNL) 

    2015/7/18 

新研究が超軽量でフレキシブルな 3D 積層造形による金属材料の可能性を広げる 
(New study unlocks potential for ultra-lightweight and flexible 3D-printed metallic materials) 

・ LLNLは3D積層造形による任意の幾何学的構造物の作製において、今までにないスケーラビリティ
ーを実現。nm～cm スケールの構造を持つ複数層のフラクタル様格子を構築することで、これまで作
製されたどの発泡金属やメタルラティスにも見られない高い弾性を有するニッケルメッキのメタマテリ
アルが完成。 
・ 格子は先ず LLNL が開発した大面積投影マイクロステレオリソグラフ(Large Area Projection 
Micro-Stereolithography: LAPuSL)プリンタを使用してポリマーより造形。格子状構造体にニッケル-リ
ン合金を被覆し、後処理によりポリマー芯を除去すると、超軽量な中空の管状構造物が得られる。 
・ 同材料は樹木や骨といった天然物の階層構造から着想。およそ 5cm 長の成形品は、ナノスケール
の膜からマクロスケールのセル状・格子状構造までの様々なレベルのフィーチャーサイズにより構成。
同材料の試験の結果、壁厚 700nmの構造体が 5%のひずみで破壊に至るのに対し、60nmのものは約
20%と判明。 
・ 同コンセプトの、一般的な高解像度と造形サイズのトレードオフの課題への取り組みによる現在の
3D 積層マイクロ・ナノ構造物の限界の克服と、航空機部品、蓄電池等様々な大型用途への展開に期
待。 
・ 今後は数 10cm を超える構造物の作製、光学・電気的特性の検証、セラミックを含む他の材料の利
用に着手。 

URL:  
https://www.llnl.gov/news/new-study-unlocks-potential-ultra-lightweight-and-flexible-3d-p
rinted-metallic-materials  

(関連情報）  

      

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

Multiscale metallic metamaterials 

URL:  http://www.nature.com/nmat/journal/vaop/ncurrent/full/nmat4694.html  

(関連情報）  

      

バージニア工科大学のリリース記事 

Researcher develops process to upsize nanostructures into 3-D printed materials 

URL:  https://vtnews.vt.edu/articles/2016/07/me-upsizednanostructures.html  
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2016/7/21 

菓子職人の技を借りてナノレイヤー複合材を作製 
(Borrowing from pastry chefs, engineers create nanolayered composites)  

・ MITが、2D材料のグラフェンを含んで数百層から構成される複合材の作製方法を新たに開発。オプ
ティカルデバイス、エレクトロニックシステムやハイテク材料に向けた、製造が容易な複合材開発の多
様な可能性を拓く。 
・ 高い強度を有するグラフェン等のナノ材料を他材料に埋め込む方法として、層毎に積層するのでは
なく、パイシートを重ねて作る菓子のナポレオンのように、グラフェンとマトリクス材料を交互に秩序立
った大量の層を積層。このナノ材料を 4分割し、2分割分を他の 2分割分にさらに積み重ねて層数を 4
倍増するプロセスを繰り返す。 
・ 同大学は概念実証試験でポリカーボネートにグラフェンを埋め込んで最大 320 層の複合材を作製。
0.1 重量%を下回る僅かなグラフェン含有量ではあるが、全体的な強度は確実に向上。グラフェンは極
めて高いアスペクト比を有するため、ナノメートルの薄さでもマトリクス材料に合わせたサイズに広がる
ことができる。これが可能なのはグラフェンと他の 2D 材料数種のみ。 
・ さらに、アルキメデス渦のようにカールした形状にグラフェン層を剥がして構造ファイバーを作成す
る方法も発見。電気的機能性を持つ紡糸や布地を作る可能性も見込め、長い繊維にグラフェンや
CNTを埋め込む際のすべりやすさの問題を克服するだけでなく、ケブラー(Kevlar)のような他の高強度
材料とは異なる高伸縮性を有するため、保護材料に織り込む可能性も。 
・ 高導電性のグラフェン層が隣接する層と短絡することなく全体で特性を維持することから、電子プロ
ーブを挿入して数百枚の層の 1 層のみに対処が可能なことが予想外の発見。 

URL:  http://news.mit.edu/2016/stack-nanolayered-composites-0721  

(関連情報）  

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Layered and scrolled nanocomposites with aligned semi-infinite graphene inclusions at the platelet 
limit 

URL:  http://science.sciencemag.org/content/353/6297/364  

  

https://www.llnl.gov/news/new-study-unlocks-potential-ultra-lightweight-and-flexible-3d-printed-metallic-materials
https://www.llnl.gov/news/new-study-unlocks-potential-ultra-lightweight-and-flexible-3d-printed-metallic-materials
http://www.nature.com/nmat/journal/vaop/ncurrent/full/nmat4694.html
https://vtnews.vt.edu/articles/2016/07/me-upsizednanostructures.html
http://news.mit.edu/2016/stack-nanolayered-composites-0721
http://science.sciencemag.org/content/353/6297/364
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ｵｰｸﾘｯｼﾞ国立
研究所
(ORNL) 

    2016/7/25 

新たな非毒性プロセスが極薄 2D ナノ材料の作製に有望 
(New nontoxic process promises larger ultrathin sheets of 2D nanomaterials) 

・ ORNLが、無毒の液体窒素を用いてバルク材料を分離することで 2Dナノシートを作製する新手法を
開発。同手法はシート表面積を従来の 20 倍に増大するもので、ナノ材料の商業利用を拡大する可能
性。 
・ 本手法では、商用の窒化ホウ素を炉で 800℃に熱して 2D層を膨張させた直後に液体窒素に浸す。
中間層に浸透した液体窒素が気化して窒素となる際に、窒化ホウ素を剥離するため極薄層が得られ
る。この方法はグラフェン等の他の 2Dナノ材料の合成にも適用できる可能性。 
・ 従来の剥離プロセスでは刺激の強い化学物質を使用するため、有害な副生物が生成する上、ナノ
シート 1 枚当たりの表面積が限られる。今回得られた窒化ホウ素ナノシートの表面積は 278 ㎡/g で、
現在商用化されている同シートの 10 ㎡/g に比して 20 倍超。 
・ 今後の研究では、さらに同ナノシートの表面積を増大するとともに、エンジン排ガスの浄化や水素燃
料電池の効率向上の実現可能性試験を実施予定。 

URL:  
https://www.ornl.gov/news/new-nontoxic-process-promises-larger-ultrathin-sheets-2d-nan
omaterials  

(関連情報）  

      
Angewandte Chemie International Edition 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 
Controlled Gas Exfoliation of Boron Nitride into Few-Layered Nanosheets 
URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ange.201605515/abstract  

23-6 

ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・ｺﾞｯﾄﾞﾌﾘｰﾄ
･ｳﾞｨﾙﾍﾙﾑ･ﾗｲ
ﾌﾟﾆｯﾂ協会  

    2016/7/25 

高効率なエネルギー貯蔵のための膜 
(A membrane for highly efficient energy storage) 

・ ライプニッツ協会他が、高効率なエネルギー貯蔵のための次世代技術であるレドックスフロー電池
の性能を大幅に改善するナノ細孔を備える疎水性の膜を開発。 
・ バナジウムのレドックスフロー電池において、現在 H2 燃料電池によく適用されるナフィオン膜は化
学的に安定しており陽子を透過させることができるが、水にさらされると膨張しバナジウムイオンのバ
リア機能を失う。 
・ そこで、水中で膨張しない代替の膜として小さな細孔と水チャネルを備える疎水性材料を適用。こ
のチャネルの直径は 2nm 以下であり、陽子は通過できるがバナジウムイオンは大きすぎて膜を通過
できないため、一週間（または 100充放電サイクル）後でも安定したバリア機能を提供。1～40㎃/㎠の
間のあらゆる電流密度で試験し、エネルギー効率において 85％以上を達成。 
・ 実用化に向けてさらなる試験と開発を継続中。 

URL:  
http://www.leibniz-gemeinschaft.de/en/media/news/news-single/article/membran_fuer_die_e
ffiziente_energiespeicherung_100002565/  

(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） 
Ultra-High Proton/Vanadium Selectivity for Hydrophobic Polymer Membranes with Intrinsic 
Nanopores for Redox Flow Battery 
URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.201600517/full  

【電子・情報通信分野】  
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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) 

    2016/7/8 

グラフェンがモノのインターネット(IOT)に革新をもたらす 
(Graphene could revolutionize the internet of things) 

・ EPFL は、前例の無い効率性で低・高の両周波数で動作するグラフェンベースの調整可能(リコンフ
ィギャラブル)な回路(キャパシタ)を開発。 
・ シリコンベースの現在の MEMS や MOS 技術ではデータを最速で運ぶ高周波数での作動に優れな
い。 
・ 従来回路との互換性を有する同回路は、あらゆるワイヤレスデバイスで利用されているチューナブ
ルキャパシタを代替するもので、回路を多様な周波数に「調整」し、広範囲な周波数帯での作動を可
能にする。さらに、高周波数での作動性能の向上、微細化（縦横サイズ数百μm（約 0.05cm)）、および
省エネ性も実現。 
・ 同回路のサンドイッチ状の構造は、量子井戸を電子で満たすには特定量のエネルギーが必要であ
るというパウリの排他原理に従い、量子井戸の 2D 電子ガスによる量子キャパシタンスのような挙動を
利用するもの。量子キャパシタンスは単層グラフェンで容易に測定可能で、極僅かな電圧によるグラフ
ェンの電荷密度の変換で調整可能であることが主要な利点。 
・ 相互接続したデバイス間のデータフロー改善に加え、電池の長寿命化、より微細なデバイス開発の
可能性等、同回路では多様なアプリケーションが考えられる。回路の柔軟性の選択が可能で、布や皮
膚に貼り付けるフレキシブルセンサーとして利用もできる。 
・ 最終的な技術目標は、グラフェンを高度なシリコン技術と組み合わせたハイブリッド技術。 

URL:  http://actu.epfl.ch/news/graphene-could-revolutionize-the-internet-of-thing/  

(関連情報）  

      
Nano Letters 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 
Graphene Quantum Capacitors for High Frequency Tunable Analog Applications 
URL:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.5b05235  

https://www.ornl.gov/news/new-nontoxic-process-promises-larger-ultrathin-sheets-2d-nanomaterials
https://www.ornl.gov/news/new-nontoxic-process-promises-larger-ultrathin-sheets-2d-nanomaterials
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ange.201605515/abstract
http://www.leibniz-gemeinschaft.de/en/media/news/news-single/article/membran_fuer_die_effiziente_energiespeicherung_100002565/
http://www.leibniz-gemeinschaft.de/en/media/news/news-single/article/membran_fuer_die_effiziente_energiespeicherung_100002565/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.201600517/full
http://actu.epfl.ch/news/graphene-could-revolutionize-the-internet-of-thing/
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.5b05235
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シンガポール
国立大学

(NUS) 

    2016/7/19 

NUS 科学者らが率いる研究者チームが樹脂製フレキシブル磁気メモリデバイスを開発 
(Research team led by NUS scientists develop plastic flexible magnetic memory device) 

・ NUS が他大学と共同で、優れたデータ記憶やデータ処理能力を持つ、透明の薄膜で管状に巻ける
ほどフレキシブルな「スマート」なプラスチックデバイスを開発。 
・ 同デバイスはプラスチック材料に強力な磁気抵抗メモリ(MRAM)チップを配置したもので、自動車、
ヘルスケア、ロボティクス分野等での軽量なフレキシブルエレクトロニクスデバイスの設計と開発にお
いて不可欠な部品となることが期待。 
・ 同デバイスの MRAM は、酸化マグネシウム(MgO)ベースの磁気トンネル接合(MTJ)を利用してデー
タを記憶。MRAM は従来のランダムアクセスメモリ(RAM)コンピュータチップに比して電源オフ後のデー
タ維持、データ高速処理、低電力消費等多様な面で優れる。 
・ シリコン表面に MgO ベースの MTJ を成長させた後、シリコンをエッチングで除去。プラスチック表面
へのチップ配置で発生するひずみの量を制御しながら転写捺染で MRAM チップをポリエチレンテレフ
タラート(PET)のプラスチック表面に移した。 
・ 同デバイスでは最大で 300%のトンネル磁気抵抗を達成。またスイッチング速度も向上。このように
強化された特性が高速のデータ送信を可能に。 
・ 米国と韓国に同技術の特許付与済み。今後も磁気構造のひずみレベルの微調整により磁気抵抗
を改善予定。同大学は産業パートナーとの協力による同技術のアプリケーション調査に関心あり。 

URL:  http://news.nus.edu.sg/press-releases/10642-flexible-magnetic-memory-device  

(関連情報）  

      

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

Flexible MgO Barrier Magnetic Tunnel Junctions 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201600062/abstract  
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オランダ・デル
フト工科大学 

    2016/7/21 

過去最小のハードディスクが原子毎に情報を書き込み 
(Smallest hard disk to date writes information atom by atom ) 

・ デルフト工科大学が、各ビットが単一塩素原子の位置により表される 1 キロバイト（8,000 ビット）のメ
モリを構築。現在一般に流通するハードディスクよりも 500倍優れた 1平方インチ当たり 500テラビット
という情報記憶密度を達成。これは、郵便切手ほどの領域にこれまで書かれたすべての書籍を記憶
できると見積もられる。 
・ 非常に鋭くとがった針を備える走査型トンネル顕微鏡（STM）を用いて、銅表面上の 2 つの位置とそ
の間を行ったり来たりと滑動する塩素原子とでビット（1と 0）を表現し安定性を確認。また、QRコードか
らヒントを得て、メモリを 8 バイト（64 ビット）のブロックに組織化し、拡張性にも優れることを証明。 
・ 作動環境や温度が制限的であるため、商業化に向けて最適化することが今後の課題。 

URL:  
http://www.tudelft.nl/en/current/latest-news/article/detail/kleinste-harddisk-ooit-schrijft-i
nformatie-atoom-voor-atoom/  

(関連情報）  

      

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

A kilobyte rewritable atomic memory 

URL:  http://www.nature.com/nnano/journal/vaop/ncurrent/abs/nnano.2016.131.html  

(関連情報）  

      

CORDIS 掲載記事 

Trending Science: Tiny ‘atomic memory’ device able to store every book ever written 

URL:  http://cordis.europa.eu/news/rcn/125859_en.html  

  

http://news.nus.edu.sg/press-releases/10642-flexible-magnetic-memory-device
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201600062/abstract
http://www.tudelft.nl/en/current/latest-news/article/detail/kleinste-harddisk-ooit-schrijft-informatie-atoom-voor-atoom/
http://www.tudelft.nl/en/current/latest-news/article/detail/kleinste-harddisk-ooit-schrijft-informatie-atoom-voor-atoom/
http://www.nature.com/nnano/journal/vaop/ncurrent/abs/nnano.2016.131.html
http://cordis.europa.eu/news/rcn/125859_en.html
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【ロボット・AI技術分野】  

23-10 
ｱﾒﾘｶ合衆国・
ジョージア工
科大学 

    2016/7/12 

靴を履いて人間のように歩くロボット 
(Robot Earns its Shoes, Walks Like a Person) 

・ ジョージア工科大学は SRI インターナショナルのロボティクスディビジョンと共同で、人間のような二
足歩行ができるヒューマノイドロボット、「DURUS」を開発。 
・ 踵を地面に着いて足指から離れる人間の足の運びを復元し、他の偏平足ロボットに比してより長距
離をより速く歩行できる。 
・ 二足歩行ロボット開発の従来のアプローチでは、機体の上部を動かして平坦な足を接地させる比較
的単純なアルゴリズムを使用。歩行時に腰部が一定の高さに維持され、特有の猫背の姿勢になる。こ
のため人間のような歩行や効率的な推進が妨げられる。 
・ 同大学は足裏がアーチ型の金属製の足部を作製し、従来とはまったく異なるアルゴリズムで
DURUS を歩行させることに成功。さらに、足首と足の間に挿入したスプリングが人間の伸縮する腱の
ように機能し、踵の衝撃の機械的なエネルギーを貯蔵して、足部が地面から離れた際に再利用する
歩行を可能にした。 
・ このような自然な歩行により、DURUS のエネルギー効率(消費電力を機体重量と速度で割った値)
は、自己発電で 1.4(最先端ヒューマノイドで 3.0)。また、靴を履くこともできる。 
・ 人工義肢やパワースーツ等の次世代ロボティック支援デバイス開発を先導する可能性が期待でき
る。 

URL:  http://www.news.gatech.edu/2016/07/12/robot-earns-its-shoes-walks-person  

 
(関連情報）  

      

ジョージア工科大学 Amber Lab ウェブサイト 

URL:  http://www.bipedalrobotics.com/  

23-11 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ大学 

    2016/7/20 

ソフトロボティクスのための人工筋肉：低い電圧で高まる期待 
(Artificial muscle for soft robotics: low voltage, high hopes) 

・ ハーバード大学が、ソフトロボット用の誘電エラストマーアクチュエータを新たに開発。誘電エラスト
マーは空気圧式アクチュエータの代替として利用されるが、硬い部品や高電圧供給用の電気回路が
必要なためソフトロボットでの利用は不適当。 
・ 同アクチュエータでは硬い部品が不要。作動電圧が低減し、エネルギー密度を増加することでソフト
アクチュエーションにおける高電圧と事前の引伸ばしの課題を解決するもの。 
・ 同アクチュエータはカリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)が開発した、事前の引伸ばしが不要
なエラストマーをベースとした新しいエラストマーとClark Labが開発したCNT電極を組合わせたもの。 
・ 標準的な誘電エラストマーでは動作範囲に制限があり、事前に引伸ばして硬いフレームに貼り付け
て使用するが、新しい誘電エラストマーは液体で、紫外線下で急速硬化して薄いシート状になる。両面
テープのような粘着性で互いに貼り付き、電極にも貼ることができる。 
・ 電極は、従来誘電エラストマーで電極として利用されるカーボングリースを薄い CNT のマットで代
替。エラストマーを引伸ばせる柔軟性と大きな作動力を供給する高エネルギー密度を確保。同エラス
トマーと同電極を交互に重ねてマルチレイヤーにすることで薄くても丈夫なエラストマーを実現。また
電極が上下のエラストマーに電源を供給する。 
・ 同アクチュエータは、ウェアラブルデバイス、ソフトグリッパー、完全なソフトロボットやより複雑なロ
ボティクスの人工筋肉等、広範囲のアプリケーションが期待できる。 

URL:  
https://www.seas.harvard.edu/news/2016/07/artificial-muscle-for-soft-robotics-low-voltag
e-high-hopes  

(関連情報）  

      

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

Multilayer Dielectric Elastomers for Fast, Programmable Actuation without Prestretch 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201601842/full  

  

http://www.news.gatech.edu/2016/07/12/robot-earns-its-shoes-walks-person
http://www.bipedalrobotics.com/
https://www.seas.harvard.edu/news/2016/07/artificial-muscle-for-soft-robotics-low-voltage-high-hopes
https://www.seas.harvard.edu/news/2016/07/artificial-muscle-for-soft-robotics-low-voltage-high-hopes
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201601842/full
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【環境・省資源分野】  

23-12 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ライス大学 

    2016/7/18 

ライス大学の「アンテナ-リアクタ」触媒が両世界の最良を提供 
(Rice’s ‘antenna-reactor’ catalysts offer best of both worlds) 

・ ライス大学が、光を捕獲するフォトニック材料と高効率な金属触媒を統合した「アンテナ-リアクタ」触
媒を開発。 
・ 金、銀やアルミニウム等の最も優れた光捕獲ナノ材料は触媒として優れず、パラジウム、白金やロ
ジウム等の最も優れた触媒材料は光捕獲に優れないという課題がある中、ナノテク研究では高効率
フォトニック材料で世界の触媒市場への参入に関心を寄せる。 
・ 同大学は 2015 年にプラズモニックアンテナと触媒リアクタ粒子を統合。直径 100nm のアルミニウム
結晶を合成し、空気に曝して 2～4nm 薄の酸化アルミニウムコーティングを作製。これをパラジウム塩
と反応させて、酸化粒子表面にパラジウム金属の小さな塊(アイランド)を形成。酸化していないアルミ
ニウムのコアがプラズモニックアンテナとして、パラジウムのアイランドが触媒リアクタとして機能する。 
・ パラジウムのアイランドが付着した酸化アルミニウムはすでに化学産業で利用されているが、効率
的な触媒とするにはパラジウムを高温加熱する必要あり。同大学のアンテナ-リアクタ触媒は、光から
直接エネルギーを獲得するため加熱の必要がない。 
・ 同触媒利用の一例としては、アセチレンと水素の反応による、ポリエチレンの原料のエチレンの生
成。エチレンをポリエチレンに変換する触媒を損傷するアセチレンは、別の触媒を用いてエチレンから
除去する必要あり。パラジウム触媒で水素ガスを用いたアセチレン除去では、エチレンに加えてエタン
ガスも生成するため選択性に課題あり。 
・ 同触媒の概念実証としてアセチレン変換試験を実施した結果、40:1 の比率でエチレンとエタンを生
成。熱触媒に比して選択性が飛躍的に向上。このような省エネ性と高効率性の可能性に化学産業の
注目が予想される。 
・ さらに、アンテナとリアクタに特定の反応を得るための材料を組み合わせられるため、既存の触媒
性能を超えて多様なアプリケーションが期待できる。 

URL:  
http://news.rice.edu/2016/07/18/rices-antenna-reactor-catalysts-offer-best-of-both-worl
ds-2/  

(関連情報）  

      

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

Heterometallic antenna−reactor complexes for photocatalysis 

URL:  
http://www.pnas.org/content/early/2016/07/20/1609769113.abstract?sid=3083fc09-7efc-4
16e-a855-6a5dd58377a9  

【バイオテクノロジー分野】  

23-13 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
バージニア工
科大学 

    2016/7/14 

バージニア工科大研究者らの発見が環境により優しい消費生活用品を可能に 
(Virginia Tech researchers’ discovery could lead to more environmentally friendly consumer 
products) 

・ バージニア工科大学が、出芽酵母(Saccharomyces cerevisiae)の細胞内で脂肪族アルコールが生
成できることを発見。従来の化石燃料由来の製品を環境に優しく持続可能な方法で製造できる可能
性を拓く。 
・ 脂肪族（中・長鎖）アルコールは、洗剤からアイスクリームまで産業や製品で多様に利用される、年
間 30 億ドルを売り上げる有用な化学物質で、2006 年には 130 万トン超が消費製品に利用されてい
る。 
・ 酵母等の真核細胞を構成する微生物の一種であるペルオキシソームは、細胞中の脂肪酸やアミノ
酸等の特定の分子を酸化して過酸化水素を水と酸素に変換する酵素を持つ。 
・ 同大学は、このような区分化した細胞小器官を足場として利用し、脂肪酸アシル CoA レダクターゼ
（TaFAR）の標的発現により中鎖の脂肪族アルコールを生成できることを発見した。 

URL:  http://vtnews.vt.edu/articles/2016/07/070615-cals-fattyalchohols.html  

(関連情報）  

      

Scientific Reports 掲載論文(フルテキスト） 

Pathway Compartmentalization in Peroxisome of Saccharomyces cerevisiae to Produce Versatile 
Medium Chain Fatty Alcohols 

URL:  http://www.nature.com/articles/srep26884  

  

http://news.rice.edu/2016/07/18/rices-antenna-reactor-catalysts-offer-best-of-both-worlds-2/
http://news.rice.edu/2016/07/18/rices-antenna-reactor-catalysts-offer-best-of-both-worlds-2/
http://www.pnas.org/content/early/2016/07/20/1609769113.abstract?sid=3083fc09-7efc-416e-a855-6a5dd58377a9
http://www.pnas.org/content/early/2016/07/20/1609769113.abstract?sid=3083fc09-7efc-416e-a855-6a5dd58377a9
http://vtnews.vt.edu/articles/2016/07/070615-cals-fattyalchohols.html
http://www.nature.com/articles/srep26884
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【蓄電池・ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ分野】  

23-14 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ大学 

    2016/7/18 

蓄電池開発でビタミン剤に着想を得る 
(A battery inspired by vitamins) 

・ ハーバード大学によるフロー蓄電池の開発において、同大学はビタミン B2 に着想を得た高性能有
機分子を新たに発見。 
・ 同大学はこれまでに、有機分子であるキノンと食品添加物であるフェロシアニドにエネルギーを貯
蔵する大容量蓄電池を開発している。 
・ 身体で食物のエネルギーの貯蔵を助ける B2 とキノンの相違点は、酸素原子の代わりに窒素原子
が電子の授受に関わっていること。B2 分子を微調整することで、高度な安定性と溶融性を獲得し、高
い蓄電池電圧と貯蔵容量を実現。この新しい有機分子はシンプルな合成法により低コストで大規模製
造できる。 
・ 同大学はキノンに加え、同有機分子について研究を進め、高性能、長寿命で低コストのフロー蓄電
池開発を継続する。 

URL:  http://www.seas.harvard.edu/news/2016/07/battery-inspired-by-vitamins  

(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 redox-flow battery with an alloxazine-based organic electrolyte 

URL:  http://www.nature.com/articles/nenergy2016102  

(関連情報）  

      

NEDO 海外レポート NO.1104, 2014.2.21 

有機メガ(レドックス)フロー蓄電池が再生可能エネルギー(の電力グリッド)技術のブレークスルーとな
る見込み(米国) 

URL:  http://www.nedo.go.jp/content/100550137.pdf  

(関連情報）  

      

NEDO 海外レポート NO.1105, 2015.11.20 

グリーンなエネルギーをグリーンに貯蔵(米国) 

URL:  http://www.nedo.go.jp/content/100765490.pdf  

【新エネルギー分野(太陽光発電)】  

23-15 
ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾉｰｽｶﾛﾗｲﾅ州
立大学 

    2016/7/8 

より高効率の太陽電池開発に向かう 
(Driving Toward More Efficient Solar Cells) 

・ ノースカロライナ州立大学と香港大学が共同で、高速の励起子分離と電圧損失の低減を実現した
フラーレンフリーの有機太陽電池(OPV)を開発。 
・ OPVでは、電荷分離の推進力が高いほど分離速度が上がるが、分離速度が上がることで電圧損
失が起こり、光電変換効率が低下する。 
・ 同 OPVでは、このような推進力を低く抑えながら高速の電荷分離を保ち電圧損失を低減。光電変
換効率 9.5%で作動(フラーレン使用の OPVでは現在最高効率が 11%弱)。 
・ 従来型の太陽電池と同等な性能を有する安価な OPV実現化に一歩前進。 

URL:  https://news.ncsu.edu/2016/07/gundogdu-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） 

Fast charge separation in a non-fullerene organic solar cell with a small driving force 

URL:  http://www.nature.com/articles/nenergy201689  

  

http://www.seas.harvard.edu/news/2016/07/battery-inspired-by-vitamins
http://www.nature.com/articles/nenergy2016102
http://www.nedo.go.jp/content/100550137.pdf
http://www.nedo.go.jp/content/100765490.pdf
https://news.ncsu.edu/2016/07/gundogdu-solar/
http://www.nature.com/articles/nenergy201689
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23-16 

韓国・浦項工
科大学校 

(POSTECH) 

    2016/7/20 

降っても晴れても-- ペロブスカイト太陽電池の未来がより明るく 
(The future of perovskite solar cells has just got brighter -- come rain or shine)  

・ POSTECH は、ペロブスカイト太陽電池のエネルギー変換効率、安定性及び湿度に対する耐久性を
向上させる方法を発見。大気中の湿気を吸収しやすい添加剤利用を不要にする、高い正孔移動度を
有する疎水性の導電ポリマーを開発した。 
・ ペロブスカイト太陽電池の構成要素の一つである正孔輸送層の材料は従来的に Spiro-MeOTADを
利用。ただし正孔移動度を向上させるために添加剤のビス(トリフルオロメタン）スルホニルイミドリチウ
ム塩(LiTFSI)を用いるが、これが空気中の湿気を吸収しやすい。さらに Spiro-MeOTAD は親水性で水
に溶けやすく湿気を防ぐことができない。 
・  新しいポリマー材料は、ベンゾジチオフェン (benzodithiophene: BDT)とベンゾチアジアゾール
(benzothiadiazole: BT)を組み合わせたもの。同ポリマーのフェイス・オン配向により、正孔の垂直電荷
輸送を促進して添加剤なしで高度な正孔移動度を達成。 
・ 同ポリマーを用いたペロブスカイト太陽電池ではエネルギー変換効率が 17.3%で飛躍的に安定性が
向上。湿度 75%下で同高効率性を 1,400 時間維持（約 2 ヶ月間）した。 

URL:  
http://wwwhome.postech.ac.kr/web/eng/etc_02?p_p_id=EXT_BBS&p_p_lifecycle=0&p_p_state=
normal&p_p_mode=view&_EXT_BBS_struts_action=%2Fext%2Fbbs%2Fview_message&_EXT_BBS_
messageId=14861  

(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） 

Dopant-free polymeric hole transport materials for highly efficient and stable perovskite solar cells 

URL:  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/ee/c6ee00709k#!divAbstract  

23-17 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
国立再生可
能ｴﾈﾙｷﾞｰ研
究所(NREL) 

    2016/8/1 

NRELの手法がぺロブスカイト太陽電池を高効率化 
(NREL Technique Leads to Improved Perovskite Solar Cells) 

・ NREL が上海交通大学(SJTU)と共同で、ぺロブスカイト太陽電池の変換効率と信頼性を高い再現
性で向上させる手法を開発。有機無機ハロゲン化物ぺロブスカイト太陽電池の所定量の臭化メチルア
ンモニウム(MABr)溶液による処理が、結晶欠陥を修復して効率を向上させることを解明。本研究は
DOE SunShot イニシアティブの資金援助によるもの。 
・ 同電池の変換効率は作製する研究者の技量によるところが大きく、15～20%と変動的。ぺロブスカ
イトは通常、前駆体溶液から結晶を生成させ、次に貧溶媒に曝して前駆体の溶媒を除去する方法で
製膜。しかし高速結晶化の過程では、貧溶媒添加の時間範囲の狭さから添加のタイミングを逸し易
く、そのために欠陥が生じることがあることを NREL が発見。ピンホール等の欠陥はぺロブスカイト太
陽電池の効率を著しく低下。 
・ そこで共同研究チームは、小さな結晶を溶解してより大きな結晶に再析出する、オストワルド熟成
工程を用いる手法を採用し、ぺロブスカイト膜の MABr 溶液処理による同プロセスの誘起に成功。溶
質の量が鍵であり、最適な濃度は 2mg/mL と判明。 
・ 同プロセスにより、大きさにばらつきがあるナノ結晶を含む不均質な薄膜が、均一に近い大粒径、
無ピンホールのぺロブスカイト膜に成長。MABr 未処理の同電池の変換効率が約 14～17%であったの
に対し、処理を施したものは 19%以上という結果に。 

URL:  http://www.nrel.gov/news/press/2016/36714  

(関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト) 

Facile fabrication of large-grain CH3NH3PbI3−xBrx films for high-efficiency solar cells via 
CH3NH3Br-selective Ostwald ripening 

URL:  http://www.nature.com/ncomms/2016/160801/ncomms12305/full/ncomms12305.html  

  

http://wwwhome.postech.ac.kr/web/eng/etc_02?p_p_id=EXT_BBS&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_EXT_BBS_struts_action=%2Fext%2Fbbs%2Fview_message&_EXT_BBS_messageId=14861
http://wwwhome.postech.ac.kr/web/eng/etc_02?p_p_id=EXT_BBS&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_EXT_BBS_struts_action=%2Fext%2Fbbs%2Fview_message&_EXT_BBS_messageId=14861
http://wwwhome.postech.ac.kr/web/eng/etc_02?p_p_id=EXT_BBS&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_EXT_BBS_struts_action=%2Fext%2Fbbs%2Fview_message&_EXT_BBS_messageId=14861
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/ee/c6ee00709k#!divAbstract
http://www.nrel.gov/news/press/2016/36714
http://www.nature.com/ncomms/2016/160801/ncomms12305/full/ncomms12305.html
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【新エネルギー分野(風力発電)】  

23-18 
英国・

Catapult 

    2016/6/27 

TLPWIND UK が浮体式洋上風車を新たな高みへ 
(TLPWIND UK takes floating turbines to new heights) 

・  Iberdrola Engineering & Construction 社  (IEC)が主導の Offshore Renewable Energy (ORE) 
Catapult、ストラスクライド大学による TLPWIND プロジェクトが、軽量で安定した浮体式洋上風車を実
現する張力脚式（緊張係留）プラットフォーム(TLP)型風車基礎の新設計の概念実証に成功。1/36 ス
ケールモデルを使用した試験にて、最大で 16mの波と 49m/秒の突風を再現し、実証機の実使用状況
における動作を確認。 
・ さらに ORE Catapult は英国領海内の 500MW 洋上ウィンドファームを基にした試算から、同設計の
均等化発電原価(LCoE)を分析。LCoEは 2025 年には£91～95/MWh と予測されるが、TLPWIND®コン
セプトを大型風車に適用することにより 2030 年には£88/MWh、潜在的に 2050 年には£64/MWh にま
で低減させられると示唆。同設計は現在プラントの建設が不可能な水深の深い海域のポテンシャルを
引き出すことが可能。 

URL:  https://ore.catapult.org.uk/press-release/tlpwind-uk-takes-floating-turbines-new-heights/  

 

(関連情報）  

      

プロジェクトの詳細 

TLPWIND UK: "Driving the cost down of offshore wind in UK Waters" 

URL:  http://gtr.rcuk.ac.uk/projects?ref=101969  

(関連情報）  

      

TLPWIND UK 各種試験結果の概要 

INTRODUCING TLPWIND UK 

URL:  
https://ore.catapult.org.uk/wp-content/uploads/2016/06/6102-Catapult-TLP-6pp-WEB2.pd
f  

【新エネルギー分野(バイオマス)】  

23-19 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾛｰﾚﾝｽﾊﾞｰｸﾚ
ｰ国立研究所

(LBNL) 

    2016/7/21 

CO2 を利用してバイオ燃料製造プロセスを強化 
(Scientists Harness CO2 to Consolidate Biofuel Production Process) 

・ LBNLとサンディア国立研究所(SNL)の研究者らが DOEバイオエネルギー共同研究所(JBEI)におい
て、バイオエタノール製造プロセスのバイオマス分解工程で CO2 を添加することで、セルロース系植
物材料の分解に用いる室温溶融塩溶剤（イオン液体）の毒性を中和できることを実証。同プロセスは
可逆性が強く、使用後のイオン液体を溶剤として再利用可能。 
・ バイオ燃料の全製造工程において、前処理工程は原料の栽培・獲得に次いで高コストだが、CO2
をpH調整に利用すると前処理後のイオン液体の分離・精製が不要になり、製造コストが低減。従来の
イオン液体ベースの前処理に比して、製造コストを 50～65%削減可能。本技術は既存システムへの組
込みが容易で、他の一般的な産業用ガスや pH 調整手法よりも毒性が相対的に低い。 
・ JBEI が使用するイオン液体は強アルカリ性のため、後の糖化・発酵工程で酵素や微生物に影響を
与えないように洗浄する必要がある。将来的には、微生物が発酵時に副生成物として放出する CO2
を前処理で利用できれば、さらにクリーンなエネルギー源が実現する可能性。 
・ 同研究チームは、様々な濃度のイオン液体 15 種類から最も有用な cholinium lysinate を選別し、
CO2濃度と圧力を変化させて試験を実施。1平方インチ当たり 145ポンドのCO2を添加したところ、pH
が酵素と微生物にとって最適な領域に変化。その結果、バイオマス中のグルコース初期量に対する理
論収量の 83%超のエタノールを得た。 
・ 本プロセスは、間もなくエタノール製造に適用可能な状態に。次のステップは、ドロップインバイオ燃
料の製造にこれを適合させること。 

URL:  http://newscenter.lbl.gov/2016/07/21/co2-ionic-liquid-biofuel-pretreatment/  

(関連情報）  

      

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

CO2 enabled process consolidation for the production of cellulosic ethanol in bionic liquids 

URL:  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/ee/c6ee00913a#!divAbstract  

  

https://ore.catapult.org.uk/press-release/tlpwind-uk-takes-floating-turbines-new-heights/
http://gtr.rcuk.ac.uk/projects?ref=101969
https://ore.catapult.org.uk/wp-content/uploads/2016/06/6102-Catapult-TLP-6pp-WEB2.pdf
https://ore.catapult.org.uk/wp-content/uploads/2016/06/6102-Catapult-TLP-6pp-WEB2.pdf
http://newscenter.lbl.gov/2016/07/21/co2-ionic-liquid-biofuel-pretreatment/
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/ee/c6ee00913a#!divAbstract
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【政策】  

23-20 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
国立ｴﾈﾙｷﾞｰ
技術研究所

(NETL) 

    2016/7/19 

DOEが先進型タービンと超臨界 CO2による発電サイクルの要素技術開発プロジェクトに 3,000万ドル
を投資 
(DOE to Invest $30 Million in Projects Developing Components for Advanced Turbine and Supercritical 
CO2-Based Power  

・ NETLは革新的な先進型ガスタービンの要素技術および超臨界CO2サイクル発電技術の開発を進
めるべく、フェーズ IIプロジェクト 6件を採択。今回の採択先は、先般終了した民間企業によるフェーズ
Iプロジェクト 11件より選出。今後 3年半に亘り、DOEより合計約 3,000万ドルの資金援助を受ける予
定。 
・ ガスタービンと蒸気タービンの現在最先端のコンバインドサイクル発電プラントの熱効率は約 61%
（天然ガスの低位発熱量による）。DOE は資金提供を通じてこれを 65%にまで向上させる技術の開発
を企図。 
・ 作業流体として超臨界状態の CO2 を利用する発電サイクルの他の発電技術(再生可能エネルギ
ー、原子力、化石エネルギー)への適用は、近年大きな注目の的。超臨界CO2発電サイクルは超臨界
CO2 の熱物性から、蒸気と比べ小型のユニットでより高い出力を見込め、これにより発電効率が向上
し、発電コストの低減を可能に。 
・ 各プロジェクトの概要は記事を参照のこと。 

URL:  
http://www.netl.doe.gov/newsroom/news-releases/news-details?id=7b565213-0ecd-4008-9
292-d2f4bbe1e604  

(関連情報）  

      

プロジェクトの詳細 (フェーズ I 参考) 

SCO2 Project Information 

URL:  
http://www.netl.doe.gov/research/coal/energy-systems/sco2-technology/project-informati
on  

23-21 

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) 

    2016/7/27 

「Battery500」コンソーシアムが電気自動車のイノベーションを引き起こす 
(Battery500 consortium to spark EV innovations) 

・ 車載用蓄電池の大幅な改良を目標とする産学官コンソーシアム「Battery500」が設立。PNNL が主
導する同コンソーシアムは、DOE・EEREより 5年間にわたり最大 1,000万ドル/年の資金提供を受ける
予定。 
・ 同コンソーシアムの目標は、従来のEV車載蓄電池の約 3倍の比エネルギーを有するリチウム金属
蓄電池の開発。現在の一般的な EV用蓄電池の比エネルギーが 170～200Wh/kgのところ、500Wh/kg
のバッテリーパック製造を目指す。これが実現すれば、同蓄電池の小型化・軽量化・低価格化が可能
に。 
・ 特に焦点となるのは、自動車メーカーや蓄電池メーカーのニーズを満たす技術的解決策を確実に
見出すこと。本コンソーシアムのメンバー（本文中にリストあり）はプロジェクト期間を通じて、重要なイ
ノベーションが迅速かつシームレスに産業界で実行されるよう注力。 

URL:  http://www.pnnl.gov/news/release.aspx?id=4295  

23-22 

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) 

    2016/8/2 

DOEが「MEGA-BIO: Bioproducts to Enable Biofuels」に 1,130 万ドルの資金提供を発表 
(Energy Department Announces $11.3 Million for MEGA-BIO:Bioproducts to Enable Biofuels) 

・ DOEが「MEGA-BIO: Bioproducts to Enable Biofuels」において、バイオマスから炭化水素バイオ燃
料への転換経路の開発を支援する 3プロジェクトに対し、最大 1,130万ドルの資金提供を行うことを発
表。 
・ 採択プロジェクトは、市場需要等の外部要因に応じて可変量のバイオ燃料やバイオ製品を生産で
きるような転換経路の開発を目指す。概要は本文を参照のこと。 

URL:  
http://energy.gov/eere/articles/energy-department-announces-113-million-mega-bio-biopr
oducts-enable-biofuels  
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http://www.netl.doe.gov/newsroom/news-releases/news-details?id=7b565213-0ecd-4008-9292-d2f4bbe1e604
http://www.netl.doe.gov/research/coal/energy-systems/sco2-technology/project-information
http://www.netl.doe.gov/research/coal/energy-systems/sco2-technology/project-information
http://www.pnnl.gov/news/release.aspx?id=4295
http://energy.gov/eere/articles/energy-department-announces-113-million-mega-bio-bioproducts-enable-biofuels
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