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【材料・ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰ分野】  

25-1 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・ﾏｻﾁｭｰｾｯ
ﾂ工科大学

(MIT) 

    2016/8/2 

カーボンナノチューブの「継ぎ接ぎ」が複合材を強化 
(Carbon nanotube “stitches” strengthen composites) 

・ MIT が、カーボンナノチューブ(CNT)を使って炭素繊維強化プラスチック(CFRP)等の先進複合材料を
強化する技術を開発。 
・ 現在、エアバス等の旅客機で使用される複合材では、炭素繊維の層をポリマー接着剤で結合した構
造での損傷許容の脆弱性が課題。Z-ピニングや 3D ウィービングによる接着部の強化方法では、炭素
繊維よりも大きなサイズの縫い目や鋲で複合材に損傷を与える結果に。 
・ CNT は直径が 10nm と炭素繊維の 100 万分の 1 のサイズで、炭素繊維を損なうことなく複合材の強
度が維持でき、CNT は炭素繊維の 1,000 倍の表面積を有するため、炭素繊維とポリマーマトリクスの結
合が強化される。 
・ 過去に開発した方法で垂直方向に多数並んだ CNT の「森」を成長させ、硬化前の複合材料の層に
CNT の森の転移を繰り返して 16 層に積層し、各層間に CNT が接着した複合材積層構造が完成する。 
・ 引張軸受試験と有孔圧縮強さ試験結果では、強度がそれぞれ 30%と 14%向上したことを確認。 
・ 最新型の航空機の多くで機体重量の 50%超を占める複合材の強度向上が期待できる。 

URL:  http://news.mit.edu/2016/carbon-nanotube-stitches-strengthen-composites-0803  

(関連情報）  

      

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

In-plane strength enhancement of laminated composites via aligned carbon nanotube interlaminar 
reinforcement 

URL:  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026635381630687X  

25-2 

オーストリア
・ウィーン工
科大学 

    2016/8/22 

グラフェン内に作られた“人工原子”  
（„Artificial Atom“ Created in Graphene） 

・ ウィーン工科大学他が、炭素原子の単一層であるグラフェン上に人工原子（すなわち『量子ドット』）の
作製に成功。 
・ 小さなグラフェンフレークを用いて電子を捕捉し、走査型トンネル顕微鏡の先端で電場を局部的に適
用することにより、低エネルギー電子が捕捉される小さな領域をグラフェン表面内に作製。同時に磁場
を適用して電子をより小さな円形軌道に組み込むことにより、グラフェン特有の高対称性（4 つの異なる
量子状態）を維持する人工原子が完成。 
・ 同一エネルギーで 4 つに局在する電子状態は情報の保存に最適であり、将来的な量子情報アプリケ
ーションへの応用に期待。 

URL:  https://www.tuwien.ac.at/en/news/news_detail/article/124248/  

(関連情報）  

      

Nano Letters 掲載論文（アブストラクトのみ：全文は有料） 

Electrostatically Confined Monolayer Graphene Quantum Dots with Orbital and Valley Splittings 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.6b02548  

 

《本誌の一層の充実のため、ご意見、ご要望など下記宛お寄せください。》 

E-mail：q-nkr@ml.nedo.go.jp 

NEDO は、国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構の略称です。 
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(関連情報）  

      

Horizon 2020 関連記事 

‘Artificial atom’ in graphene 

URL:  http://horizon2020projects.com/il-ict/artificial-atom-in-graphene/  

25-3 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・ﾛｰﾚﾝｽﾘﾊﾞ
ﾓｱ国立研
究所(LLNL) 

    2016/8/23 

3D プリンティングを超えて付加製造に新たな特徴を加える 
(Going beyond 3D printing to add a new dimension for additive manufacturing)        

・ LLNL が、同研究所で開発した導電性の環境応答性ポリマーインクを使用し、熱や電気により自らを
折りたたみ、広げるマイクロ設計の構造体の 3D積層造形を実証。「4Dプリンティング」とも呼ばれる刺激
応答性材料を用いる 3D 積層造形は目新しいものではないが、3D 積層造形に続く折りの加工(折り紙の
手法を適用）と導電性のスマート材料を組み合わせた複合構造体の構築は今回が初めて。 
・ 研究チームは、大豆油と他の共重合体、カーボンナノファイバーからなるインクより基本の形状を成
形し、組成に応じて設定した温度で一時的な形状になるようプログラミング。形状変化効果は周囲の熱
または通電加熱により誘起され、一時的な形状は本来の形状に回復。 
・ 将来的に、このインク組成の複数のバージョンでパーツを印刷すれば、転移温度がそれぞれ異なる
ため加熱温度の上昇で部分毎に展開し、より複雑な形状に展開するような部材の造形に同材料は利用
可能。同技術の想定される用途は、医療、航空宇宙（展開型太陽光パネルまたはアンテナ）分野、並び
にフレキシブル回路、ロボット用デバイス。 

URL:  
https://www.llnl.gov/news/going-beyond-3d-printing-add-new-dimension-additive-manufactur
ing  

(関連情報）  

      

Scientific Reports 掲載論文(フルテキスト） 

Shape-morphing composites with designed micro-architectures 

URL:  http://www.nature.com/articles/srep27933  

25-4 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・国防総省
国防高等研
究計画局
(DARPA) 

    2016/8/31 

DARPAが室温原子層蒸着の新手法を開発 
(DARPA Researchers Develop Novel Method for Room-Temperature Atomic Layer Deposition) 

・ DARPA が支援するコロラド大学ボールダー校(CU)の研究チームが、極薄材料を室温で合成する新
手法を開発。従来の製法では 800℃以上の高温が必要とされるが、薄膜マイクロエレクトロニクス部品
の多くは高温により重要な機能を失うため、本技術はこれまで不可能だった部品作製を可能にするも
の。 
・ 電子強化原子蒸着法(electron-enhanced atomic layer deposition: EE-ALD)と呼ばれる本手法は、
DARPAの「Local Control of Materials Synthesis (LoCo)」プログラムの下で開発。同研究チームはシリコ
ンと窒化ガリウムの室温蒸着および、特殊材料を高度に制御しながらエッチングする能力を実証。 
・ 同チームは、ALD サイクル中の電子エネルギーを制御して同プロセスを調整することで、材料を堆積
したり除去したりできることを発見。堆積材料を室温条件で電子を用いて選択的にエッチングした前例は
なく、膜質の向上が期待。 
・ さらに、窒化アルミニウムや酸化ハフニウム等、エレクトロニクスの特定用途で重要な材料について、
その複合材料の選択的エッチングにも成功。従来のマスキングに取って代わる有望な手法となる可能
性。 
・ 同プロセスの産業への適用可能性とスケーラビリティの実証を目的として CU が構築したチャンバー
では、6インチシリコンウェハー上で多材料から成る薄膜を蒸着・エッチングできる。原理的には、同手法
は大型基板へのスケールアップと、複数ウェハーの並行処理が可能。同チームは、膜の組成と特性に
関する 3 次元での制御性向上を目指している。 
・ 本研究は、CU と米国海軍研究所および NISTの共同研究。 

URL:  http://www.darpa.mil/news-events/2016-08-31  

25-5 
ｱﾒﾘｶ合衆国
・スタンフォ
ード大学 

    2016/9/1 

スタンフォード大学が肌を冷やす樹脂衣料を開発 
(Stanford engineers develop a plastic clothing material that cools the skin) 

・ スタンフォード大学が、低コストのプラスチックベースの布地を開発。衣類に織り込むことで、既存の天
然繊維や合成繊維よりも効率的に体を冷却。暑い地域でもエアコンを使用せずに涼しく過ごすための衣
類開発の基礎となる可能性。 
・ 同材料は、既存繊維と同様に汗を蒸発させるのに加え、体から赤外線放射として発せられた熱を通
過させるという第2の冷却機構を備える。オフィスで座っている状態では、体熱の40～60%が赤外線放射
として放散されるが、繊維材料の熱放射特性を設計する研究はこれまでほとんど行われていない。 
・ 同大学の研究者らは、蓄電池の作製に広く使用される特殊なナノ構造のポリエチレンに注目。可視
光線を通さず赤外線を通す、この工業用ポリエチレンを安全な化学物質で処理して、ナノ細孔から水分
が蒸発するように改良。こうして得られたシート状材料を 2 枚重ね、間を綿のメッシュで分離して強度と
厚みを持たせた 3 層構造とした。 
・ 同材料と綿織物のサンプルを素肌と同じくらいの温かさの表面に置き、吸収した熱を測定・比較したと
ころ、同表面の温度は綿織物の方が 3.6℉高くなった。現在は色や肌触り等、衣服としての特性を研究
中。 

URL:  http://news.stanford.edu/2016/09/01/plastic-clothing-material-cools-skin/  

http://horizon2020projects.com/il-ict/artificial-atom-in-graphene/
https://www.llnl.gov/news/going-beyond-3d-printing-add-new-dimension-additive-manufacturing
https://www.llnl.gov/news/going-beyond-3d-printing-add-new-dimension-additive-manufacturing
http://www.nature.com/articles/srep27933
http://www.darpa.mil/news-events/2016-08-31
http://news.stanford.edu/2016/09/01/plastic-clothing-material-cools-skin/
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(関連情報）  

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Radiative human body cooling by nanoporous polyethylene textile 

URL:  http://science.sciencemag.org/content/353/6303/1019  

【電子・情報通信分野】  

25-6 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・カリフォル
ニア大学サ
ンディエゴ
校(UCSD) 

    2016/8/2 

アルコールレベルを検出するフレキシブルなウェアラブル電子スキンパッチ 
(Flexible Wearable Electronic Skin Patch Offers New Way to Monitor Alcohol Levels) 

・ UCSD が、汗から血中のアルコール濃度を正確に測定し、ラップトップやスマホ等にワイヤレスでデー
タを送信するフレキシブルなウェアラブルセンサーを開発。 
・ 刺青シールのように肌に貼りつけて使う同センサーは、小型でフレキシブルな電子回路基板が磁気
でシールと連結した構造で Bluetooth を介して他デバイスにデータを送信する。 
・ 自動車のアルコールイグニッションインターロックに組み込んだり、外出先での飲酒中にスマホ等に
消費したアルコール量を知らせたりすることができる。 
・ 皮膚の湿りと感知される前の発汗である不感蒸散から測定する方法では時間がかかり、通常の発汗
である感知性蒸散での測定には携帯性やウェアラブルタイプのものがこれまでなかった。 
・ 同センサーでは、シールが発汗を誘発するピロカルピンを放出。着用者が発汗し、汗が電極に触れる
と電極にコーティングしたアルコールオキシダーゼが選択的にアルコールと反応して過酸化水素が生成
され、これを電気化学的に検出。この情報が電気信号として電子回路基板に送信され、モバイルデバイ
スにワイヤレスでデータ通信する。15 分以内での正確な測定が可能。 
・ ボランティアによる実証試験では、血中アルコール濃度を正確に測定したことに加え、折り曲げや振
動を繰り返した後でも性能に影響がないことがわかった。 
・ 次の段階では、24 時間継続してアルコール濃度をモニタリングできるデバイスを開発する。 

URL:  
http://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/flexible_wearable_electronic_skin_patch_offers_new_way_
to_monitor_alcohol_l  

(関連情報）  

      

ACS Sensors 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Noninvasive Alcohol Monitoring Using a Wearable Tattoo-Based Iontophoretic-Biosensing System 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acssensors.6b00356  

25-7 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ大

学 

    2016/8/4 

ハーバード大学スピンアウト企業の Validere 社が「液体指紋」技術を商業化 
(Harvard spinout Validere to commercialize ‘liquid fingerprinting’ technique) 

・ ハーバード大学のスピンアウト企業、Validere社が、不明な液体の化学構成と材料特性を現場で即時
に判別するセンシング技術の商業化を予定。同大学と同社は独占的なライセンシング協定を締結し、品
質保証と液体判別のアプリケーションの達成を目指す。 
・ Validere 社は、「Watermark Ink(W-INK)」と称されるライセンス技術を、流出した化学物質やポンプから
排出した燃料のグレード等を使用者が素早く判別できるポケットサイズのデバイスとして開発する。他の
液体判別方法に比して安価、迅速でポータブル。 
・ W-INK は精密なナノ構造材料の化学的・光学的特性を活用し、対象とする液体の表面張力により種
類を識別。特定の表面張力をもつ液体に接触するとリトマス紙のように検出器の色が変化する。目的と
する液体の表面張力に正確に反応するようにプログラムすることも可能。検出結果の解釈に専門家を
必要としないレベルまで検出情報を簡易化した。 
・  同大学の Office of Technology Development (OTD)が、Physical Sciences and Engineering 
Accelerator を通して商業化戦略のガイダンスと支援を提供。 
・ Scientific Reports 掲載の最新論文では、液体の揮発性の比色試験が可能となったことを報告。原油
の揮発性を迅速に分析できれば採掘現場で輸送用コンテナの的確な選択が可能に。 
・ 現在は、センシング能力の最適化や、検出結果から液体の取り扱い方法を推奨するソフトウェアとイ
ンターフェースデバイスを開発中。デバイスは、使い捨ての試験片付のオーダーメード可能なフィールド
テストキットとして、あらゆる液体や液体混合物の特定にカスタマイズできる。 

URL:  
http://www.seas.harvard.edu/news/2016/08/harvard-spinout-validere-to-commercialize-liquid
-fingerprinting-technique  

(関連情報）  

      

Scientific Reports 掲載論文(フルテキスト） 

Tuning and Freezing Disorder in Photonic Crystals using Percolation Lithography 

URL:  http://www.nature.com/articles/srep19542  

  

http://science.sciencemag.org/content/353/6303/1019
http://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/flexible_wearable_electronic_skin_patch_offers_new_way_to_monitor_alcohol_l
http://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/flexible_wearable_electronic_skin_patch_offers_new_way_to_monitor_alcohol_l
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acssensors.6b00356
http://www.seas.harvard.edu/news/2016/08/harvard-spinout-validere-to-commercialize-liquid-fingerprinting-technique
http://www.seas.harvard.edu/news/2016/08/harvard-spinout-validere-to-commercialize-liquid-fingerprinting-technique
http://www.nature.com/articles/srep19542
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25-8 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ大

学 

    2016/8/8 

より優れたスクリーンを目指して 
(Towards a better screen) 

・ ハーバード大学の多学問分野にまたがる研究チームが MIT およびサムソンと共同で、工業標準と同
等又はそれ以上の機能の新しい OLED 分子を迅速に特定する、コンピュータによる大規模なスクリーニ
ングプロセス、「Molecular Space Shuttle」を開発。 
・ 理論・実験化学、マシーンラーニングとケモインフォマティクスを統合した分子ビルダーである同プロセ
スを用いて、OLED で利用できる 1,000 個超の高機能青色発光分子を特定。 
・ 発見が困難な青色発光分子の OLED での利用の代替に、イリジウム等の高価な遷移金属の有機金
属分子を燐光で強化しているが、これは高コストで安定した青色が実現できていない。 
・ 候補となる分子 160 万個のライブラリーを構築し、新たに開発したマシーンラーニングアルゴリズムで
結果が良好な分子を予測し、実際の試験対象として優先。これにより調査用の演算コストが少なくとも
1/10に低減。 
・ 理論的なモデリングと実際の試験のギャップの橋渡しには、ウェブアプリケーションを作製して 50万件
を超える量子化学シミュレーションの結果を調査。毎月、最も期待できる分子を選別し、同ソフトウェアで
分子に関する主要な情報のプロファイリングカードを作製して詳細な調査対象となる 2,500 個の分子を
特定。 
・ その後、サムソンと MIT の研究者らが OLED アプリケーションに最も期待できる分子を「molecular 
Tinder」と称するツールによる投票で選別する。 後には最先端の金属フリーOLEDにほぼ同等な機能の
数百個の分子が残った。 
・ このようなハイスループットスクリーニング技術は、合成や実験的特性評価等の必要性を大幅に削減
し、産業界に OLED 技術をより速くより効率的に進展させる方法を示すもの。OLED に留まらず、フロー
蓄電池、太陽電池や有機レーザー等で用いる高度な有機分子の選別にも可能性が広がる。 

URL:  https://www.seas.harvard.edu/news/2016/08/towards-better-screen  

(関連情報）  

      

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

Design of efficient molecular organic light-emitting diodes by a high-throughput virtual screening and 
experimental approach 

URL:  http://www.nature.com/nmat/journal/vaop/ncurrent/full/nmat4717.html  

25-9 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・国防総省
国防高等研
究計画局
(DARPA) 

    2016/8/30 

ささやき声が驚くべき音量に 
(The Incredible Loudness of Whispering) 

・ カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)が、DARPA の「Hyper-wideband Enabled RF Messaging 
(HERMES)」プログラムで実施した研究の成果を発表。本研究は、無人航空機(UAV)の普及発展に向け
て必要性を増す耐干渉無線通信の技術的基礎となる可能性。 
・ 同研究チームは、髪の毛ほどの細さのグラスファイバーに含まれる「光コム」を用いて、通常であれば
スーパーコンピュータが必要となるような大量の高速信号処理を実行。その新たな受信機は直接拡散
(DSSS)信号を検索できるため、確実な通信を実現する新しいチャネルの突破口に。 
・ 今回実証したシステムでは、エネルギーをほとんど消費せずに信号を再構成可能。オプティカルキー
技術に狭帯域フィルタリングを加えたことで、最大 10 万倍もの強力な電波妨害を受けてもサブノイズの
指令・制御信号を検索できる。同チームは、スペクトル拡散を 10GHz 以上とし、受信機技術のコア部分
をチップレベルまで小型化・軽量化すべく研究を継続中。 
・ 本技術は非常に弱い無線信号で機能するため、信号干渉を考慮せずにリンクを設計できる。 

URL:  http://www.darpa.mil/news-events/2016-08-30  

 
(関連情報）  

      

IEEE Journal of Lightwave Technology 掲載論文(フルテキスト・prepublication form) 

Subnoise Signal Detection and Communication 

URL:  http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?reload=true&tp=&arnumber=7547920  

  

https://www.seas.harvard.edu/news/2016/08/towards-better-screen
http://www.nature.com/nmat/journal/vaop/ncurrent/full/nmat4717.html
http://www.darpa.mil/news-events/2016-08-30
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?reload=true&tp=&arnumber=7547920
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【環境・省資源分野】  

25-10 

カナダ・トロ
ント大学 

    2016/8/3 

温暖化ガスを有効活用: トロント大学研究者らが CO2 をリサイクル 
(Converting a greenhouse gas into something good: U of T researchers recycle carbon dioxide) 

・ トロント大学が、太陽や風力等の再生可能エネルギー源を利用して、CO2 をメタンやエタノール等の
炭素ベース化学燃料の有用な構成要素である CO に変換する技術を開発。 
・ 同大学は、人間の毛髪の 1万分の 1 という微細な先端を持つ金の「ナノニードル」触媒を作製。ナノニ
ードルアレイに微量の電気バイアスを加えてニードルの先端に高電界を作ることで CO2 を引き寄せ、こ
れまで報告された触媒で前例のない速さで CO に還元する。 
・ CO2 還元を商用電解槽の領域に進展させる選択性と効率性におけるブレイクスルー。 
・ 次のステップでは、CO 生成を省略し、燃料の直接生産を目標とする。  

URL:  
https://www.utoronto.ca/news/converting-greenhouse-gas-something-good-u-t-researchers
-recycle-carbon-dioxide  

(関連情報）  

      

Nature 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Enhanced electrocatalytic CO2 reduction via field-induced reagent concentration 

URL:  http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature19060.html  

25-11 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・コーネル大

学 

    2016/8/4 

コーネル大学科学者らが CO2 を変換して電力を作る 
(Cornell scientists convert carbon dioxide, create electricity) 

・ コーネル大学が、CO2を捕獲して有用な化学物質に変換しながら電気を作る、 酸素アシストアルミニ
ウム/CO2 電気化学セルを開発。 
・ 同セルはアルミニウムアノードと、カソードの活物質に CO2とO2を利用。これらの電極間の電気化学
反応により炭素リッチな化合物に CO2 を捕獲する一方で発電し、副産物としてシュウ酸塩を生成する。 
・ 現在のCO2捕獲モデルの多くは液体か固体に炭素を捕獲後、加熱と減圧によりCO2を放出する。濃
縮ガスはその後圧縮され、工業用途に輸送するか地下に隔離する。 
・ 発電所へ CO2 捕獲技術の導入を妨げる要因は、CO2 捕獲用の液体の再生に発電所の電力の 25%
が使われていること。さらに、輸送先や地下隔離用のインフラの必要性が CO2 捕獲技術の商業利用の
可能性を制限している。 
・ 同セルでは、放電電圧 1.4Vで多孔質炭素(カソード）1g当たり 13Ahを発電。これは最高エネルギー密
度を有する電池システムの容量に匹敵する。 
・ また、同セルのカソードで二酸化物の還元時に生成される中間体の超酸化物が不活性の CO2 と反
応して、多様な産業で利用できるシュウ酸塩を生成。同セルの構成は、シュウ酸塩から生成したい物質
によって決まる。 
・ 同セルは発電所だけでなく、車輛での直接的な CO2 捕獲にも適用が可能。 
・ 現時点での問題点は電解質が感水性であること。性能と電解質の向上を目指す。 

URL:  
http://mediarelations.cornell.edu/2016/08/04/cornell-scientists-convert-carbon-dioxide-crea
te-electricity/  

(関連情報）  

      

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

The O2-assisted Al/CO2 electrochemical cell: A system for CO2 capture/conversion and electric 
power generation 

URL:  http://advances.sciencemag.org/content/2/7/e1600968  

【蓄電池・ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ分野】  

25-12 

カナダ・トロ
ント大学 

    2016/8/2 

トロント大学化学者らがビタミン駆動の蓄電池を開発 
(University of Toronto chemists create vitamin-driven battery)  

・ トロント大学が、カソードにビタミン B2 由来のフラビンを利用したリチウム蓄電池を開発。 
・ 高コスト、製造プロセスが煩雑で環境負荷の高いコバルト等の金属の代替として、電池のエネルギー
をビタミンで作ったプラスチック電極に貯蔵する、生物由来ポリマーを使った蓄電池を初めて開発した。 
・ 遺伝子組換え真菌由来のビタミン B2 で、半合成プロセスにより 2 個のフラビンユニットを長鎖の分子
主鎖と結合させることでポリマーを作製。安全で自然な高容量・高電圧のグリーンな蓄電池を実現。 
・ ビタミン B2 は、リチウムイオン蓄電池に最適な酸化還元能力を有する。 
・ 現時点のプロトタイプは補聴器用蓄電池レベルだが、今後は次世代の家電を支援する強力、薄型、
フレキシブルで透明な金属フリー蓄電池の開発を目指す。 

URL:  https://www.utoronto.ca/news/university-toronto-chemists-create-vitamin-driven-battery  

(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） 

Bio-Derived Polymers for Sustainable Lithium-Ion Batteries 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.201602114/abstract  

  

https://www.utoronto.ca/news/converting-greenhouse-gas-something-good-u-t-researchers-recycle-carbon-dioxide
https://www.utoronto.ca/news/converting-greenhouse-gas-something-good-u-t-researchers-recycle-carbon-dioxide
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature19060.html
http://mediarelations.cornell.edu/2016/08/04/cornell-scientists-convert-carbon-dioxide-create-electricity/
http://mediarelations.cornell.edu/2016/08/04/cornell-scientists-convert-carbon-dioxide-create-electricity/
http://advances.sciencemag.org/content/2/7/e1600968
https://www.utoronto.ca/news/university-toronto-chemists-create-vitamin-driven-battery
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.201602114/abstract
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25-13 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・カリフォル
ニア大学リ
バーサイド
校(UCR) 

    2016/8/3 

次世代アノードがリチウムイオン蓄電池を向上 
(Next Generation Anode to Improve Lithium-ion Batteries) 

・ UCR が、リチウムイオン蓄電池のコスト低減と長寿命化の可能性が期待できる、シリコンとスズの複
合材から成るアノードを開発。 
・ アノードの材料に一般的に使用されるグラファイトの性能が、より優れた蓄電池製造とアプリケーショ
ンの拡大を制限している。 
・ シリコンとスズは、グラファイトアノードの代替として高性能が期待されている材料。両材料を組み合
わせて単一複合材を作製して蓄電池性能を飛躍的に向上させた初めての試み。 
・ さらに、グラファイトアノードの 3 倍の充電容量に加え、同材料は多数の充放電サイクルにわたり高い
安定性を維持し、長寿命を実現。製造プロセスも容易で次世代車輌のリチウムイオン蓄電池利用拡大
への貢献が期待。 
・ カーボンブラック等の他の導電性材料ではなくスズをシリコンに添加することで、エネルギー貯蔵容量
を低減せずにシリコンの低い導電性を補うことができる。これは重量のたった 2%の微量のスズの添加で
達成できる。 

URL:  https://ucrtoday.ucr.edu/38927  

(関連情報）  

      

Scientific Reports 掲載論文(フルテキスト） 

Tin nanoparticles as an effective conductive additive in silicon anodes 

URL:  http://www.nature.com/articles/srep30952  

25-14 

ﾄﾞｲﾂ連邦共
和国・ﾍﾙﾏﾝ
･ﾌｫﾝ･ﾍﾙﾑﾎ
ﾙﾂ協会
(HGF) 

    2016/8/8 

リチウムイオン蓄電池：容量が 6 倍に増加しうる 
(Lithium-ion batteries: Capacity might be increased by six times ) 

・ HGF が、中性子反射率測定方法を用いて充放電サイクル中のリチウム－シリコン半電池を直接観測
し、リチウムイオンがシリコン電極内のどこに吸収されるのか、またどのくらいの速さで移動するのかを
正確に追跡。 
・ 電解質の境界の近くで、リチウム含有量が極めて高い約 20nmの第一の層（10のシリコン原子の間に
25 のリチウム原子を含有）と、10 のシリコン原子に対してたった 1 つのリチウム原子を含む第二の隣接
層を発見。放電のあと、電極のシリコンノード毎に約 1 のリチウムイオンが電解質に曝されたシリコン境
界層内に留まることから、この種のシリコン－リチウム蓄電池の理論最大容量は約 2300mAh/gであると
計算。これは、グラファイトでできたリチウムイオン蓄電池の理論最大到達容量（372 mAh/g）の 6 倍以
上。 
・ 以上のことから、非常に薄いシリコン膜がリチウムの最大可能量を吸収するのに十分であり、同時に
材料や製造過程でのエネルギー消費を節約しうることを証明。今後のシリコン電極の設計改良に貢献。 

URL:  http://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=14506&sprache=en&typoid=49880  

(関連情報）  

      

ACS Nano 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Lithiation of Crystalline Silicon As Analyzed by Operando Neutron Reflectivity 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsnano.6b02032  

  

https://ucrtoday.ucr.edu/38927
http://www.nature.com/articles/srep30952
http://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=14506&sprache=en&typoid=49880
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsnano.6b02032
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【新エネルギー分野(太陽光発電)】  

25-15 

大韓民国・
KAIST(旧・
韓国科学技
術院) 

    2016/8/2 

KAIST 研究チームが熱鏡能力を持つ半透明太陽電池を開発 
(KAIST Team Develops Semi-transparent Solar Cells with Thermal Mirror Capability) 

・ KAIST が、可視光線を通しながら赤外線をブロックしてソーラーウィンドウとして利用できる半透明の
ペロブスカイト太陽電池を開発。 
・ ペロブスカイト太陽電池との利用で効果を発揮する透明電極(TE: transparent electrode)を作製。同電
極は硫化亜鉛（ZnS)の高屈折層と三酸化モリブデン(MoO3)のバッファ層間に銀(Ag)の薄膜を挟んだ 3
層構造で、金属層の使用を除けばガラスの反射防止コーティングに利用されるインデックスマッチング
技術と基本的に同じもの。銀等の金属膜を使った従来の TE は金属膜が 7～12nm の薄さだが、今回、
その 2～3 倍の 12～24nm の薄さにすることで赤外線反射機能を高めた。 
・ 可視光線の透過にのみ注視する従来の透明電極とは異なり、同電極は可視光線を透過して赤外線
を反射する。同電極を使った半透明ペロブスカイト太陽電池では、85.5%の赤外線反射率で、最高で
13.3%のエネルギー変換効率を達成。 
・ 実用化にスケールアップして、発電だけでなく、屋内環境でのスマートな熱管理を可能にするビルや
車輌のソーラーウィンドウとしての利用を見込む。 
・ 同太陽電池の総太陽熱エネルギー遮断率(TSER)は、最高で 89.6%。今後の微調整で色付きの太陽
電池の作製や設計の自由度を高めるフレキシブル性を取り入れて、車輌や建築物等での実用化の可
能性を探る。 

URL:  
http://www.kaist.ac.kr/_prog/_board/?code=ed_news&mode=V&no=53541&upr_ntt_no=53541&sit
e_dvs_cd=en&menu_dvs_cd=0601  

(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） 

Empowering Semi-Transparent Solar Cells with Thermal-Mirror Functionality 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.201502466/full  

25-16 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・ウィスコン
シン大学マ
ディソン校 

    2016/8/3 

微小な高性能太陽電池が横向きに発電 
(Tiny high-performance solar cells turn power generation sideways) 

・ ウィスコンシン大学マディソン校が、一般的な太陽電池とは異なる方法で発電する高性能なマイクロ
スケールの太陽電池を開発。 
・ このような小型太陽電池は、ウェアラブル医療用センサーやスマートウォッチ、オートフォーカス機能
コンタクトレンズ等のパーソナルデバイスに電源を供給できる。 
・ 同太陽電池は、透明ガラスの上に微小な電極を高密度に並列させた構造で、太陽光の吸収と電荷移
動の機能を 2 個の構成部品間で分担するもの。 
・ 一般的な太陽電池のトップダウン構造の製造には多数のステップを必要とし、微細スケールでの配列
が極めて困難。また、太陽光を吸収して電荷を移動させるという 2 つの機能を上部電極層が担うため電
極層には高い透過性と導電性が必要だが、この両条件を満たす物質は少ない。 
・ 現在最新型とされる横型構造太陽電池ではエネルギー変換効率が 1.8%程度だが、同大学の太陽電
池では最高で 5.2%を達成。 
・ 多数の電極を小さな容量に充填することで、他の横型構造太陽電池が実証した値の 2 倍超の最高
0.6 のフィルファクターを達成。 
・ 今後は、さらなる小型化と効率向上を目指して透過性と導電性を最適化する材料を探求。最終目標
は、電気的に調整可能なコンタクトレンズに電源を供給する小型でフレキシブルな太陽電池の開発。 

URL:  http://news.wisc.edu/tiny-high-performance-solar-cells-turn-power-generation-sideways/  

(関連情報）  

      

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

Lateral Dye-Sensitized Microscale Solar Cells via Femtosecond Laser Patterning 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/admt.201600121/full  

  

http://www.kaist.ac.kr/_prog/_board/?code=ed_news&mode=V&no=53541&upr_ntt_no=53541&site_dvs_cd=en&menu_dvs_cd=0601
http://www.kaist.ac.kr/_prog/_board/?code=ed_news&mode=V&no=53541&upr_ntt_no=53541&site_dvs_cd=en&menu_dvs_cd=0601
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.201502466/full
http://news.wisc.edu/tiny-high-performance-solar-cells-turn-power-generation-sideways/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/admt.201600121/full
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【新エネルギー分野(バイオマス)】  

25-17 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・ﾏｻﾁｭｰｾｯ
ﾂ工科大学

(MIT) 

    2016/8/4 

微生物エンジニアリング技術でバイオ発酵プラントの汚染を低減 
(Microbial engineering technique could reduce contamination in biofermentation plants) 

・ MIT とスタートアップ企業の Novogy 社が、バイオ燃料とバイオケミカル生産のための新たな微生物を
開発。製造コストの大幅な低減の可能性が期待。 
・ バイオ燃料製造過程の微生物を使った発酵プロセスでは、好ましくない微生物による発酵槽のコンタ
ミによる燃料収率と生産性の低下が問題の一つ。ステンレス製の発酵槽が必要となる蒸気消毒や抗生
物質を利用する対処策があるがどちらもコストがかかり、多数の菌を抗生物質に曝すことで耐性菌株の
出現が促進されてしまう。 
・ MIT らはメラミン等の外因性化学物質から、成長に必要な窒素とリンを抽出できる大腸菌(Escherichia 
coli)のような微生物を開発。特定の化学物質の添加時にのみこの能力を発揮するため、プラント外の自
然環境へと制御不可能に逃避・成長してしまう可能性は極めて低い。 
・ 「ROBUST(Robust Operation By Utilization of Substrate Technology)」と称する方法で新たに開発した
同微生物は、メラミンをアンモニアと CO2に変換する 6段階の合成経路を有する。同微生物と自然の微
生物との混合培養による対照実験の結果、メラミンを与えた際の成長速度において同微生物が優れて
いることを確認。 
・ また、出芽酵母(Saccharomyces cerevisiae)で、ニトリルを含有するシアナミドを窒素源の尿素に変換
する遺伝子の発現の可能性を調査し、シアナミドのみを窒素源として成長できることも確認。 
・ コーン・マッシュやセルロースの加水分解物等の多様なバイオマス原料で同微生物を試験した結果、
自然の微生物に比して生産性が同等であることを実証。 
・ ROBUSTは研究室規模の 1,000 リットル発酵タンクで試験が完了しており、産業レベルの評価準備が
できている。Novogy 社は自社の先進的バイオ燃料・バイオケミカル生産に同技術を使用予定。また、他
業者への同技術のライセンス供与にも関心あり。 

URL:  
http://news.mit.edu/2016/microbial-engineering-technique-could-reduce-contamination-biofe
rmentation-plants-0804  

(関連情報）  

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Metabolic engineering of microbial competitive advantage for industrial fermentation processes 

URL:  http://science.sciencemag.org/content/353/6299/583  

【新エネルギー分野(燃料電池・水素)】  

25-18 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・ﾛｽｱﾗﾓｽ国
立研究所
(LANL) 

    2016/8/23 

新型燃料電池は従来よりもフレキシブルで低コスト 
(New class of fuel cells offer increased flexibility, lower cost) 

・ LANL が産総研およびサンディア国立研究所との共同研究において、リン酸塩と第四級アンモニウム
から成るイオン対を用いて作製した燃料電池が、80～200℃の温度範囲で水分の有無によらず作動す
ることを発見。本発見により、車載用・定置用の低コスト燃料電池の商業化が加速する可能性。 
・ 現在、ポリマーベースの燃料電池には、プロトン伝導に水分を要し 100℃超では作動しない低温型
と、無加湿で 180℃まで作動可能な高温型の 2 種類がある。後者は 140℃未満では吸湿して性能が低
下。 
・ 重リン酸塩と第四級アンモニウムの酸-塩基相互作用は、従来のイオン対に比して 8.7 倍と強力であ
るため、水分が凝結する条件下でも陽子を効率的に輸送することが判明。同イオン対を配位させた膜を
用いて作製した燃料電池のプロトタイプは、80～200℃で優れた性能と耐久性を示した。 
・ 将来的に高性能電極材料が開発されれば、同燃料電池の性能と耐久性はさらに向上する見込み。 

URL:  
http://www.lanl.gov/discover/news-release-archive/2016/August/08.23-new-class-of-fuel-c
ells.php  

(関連情報）  

      

Nature Energy 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

An operationally flexible fuel cell based on quaternary ammonium-biphosphate ion pairs 
   

URL:  http://www.nature.com/articles/nenergy2016120  

  

http://news.mit.edu/2016/microbial-engineering-technique-could-reduce-contamination-biofermentation-plants-0804
http://news.mit.edu/2016/microbial-engineering-technique-could-reduce-contamination-biofermentation-plants-0804
http://science.sciencemag.org/content/353/6299/583
http://www.lanl.gov/discover/news-release-archive/2016/August/08.23-new-class-of-fuel-cells.php
http://www.lanl.gov/discover/news-release-archive/2016/August/08.23-new-class-of-fuel-cells.php
http://www.nature.com/articles/nenergy2016120
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25-19 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・SLAC 国立
加速器研究

所 

    2016/9/1 

SLAC とスタンフォード大学が再生可能燃料製造における強力な新触媒を発見 
(SLAC, Stanford Team Finds a Tough New Catalyst for Use in Renewable Fuels Production) 

・ スタンフォード大学と SLAC の共同研究チームが、太陽エネルギーを利用した反応の速度を従来の
100 倍に増大する強力な新触媒を開発。同触媒は時間の経過につれて性能が向上し、酸にも耐える。
また、従来の触媒よりもイリジウムの使用量が少ないため、人工光合成による水分解プロセスのコスト
低減につながる可能性。 
・ 同触媒は、酸化ストロンチウムイリジウムの表面に酸化イリジウムの薄膜を配したもの。上記の 2 組
織が共同で運営する SUNCAT Center for Interface Science and Catalysis でのコンピュータを利用した
触媒設計に基づいて合成、分析を実施。 
・ 実験結果は予想を上回るもので、反応開始後 2 時間にわたり同触媒性能は向上し続けた。これは腐
食過程でストロンチウム原子が周囲の流体に放出された結果、さらに活性が高い酸化イリジウムの数
原子厚の薄膜が残されたためと考えられる。同触媒が酸素発生反応(OER)を促進する効率は、酸安定
性を備えた既存の触媒に比して 100 倍。 
・ 同研究チームは今後、同触媒表面の高活性の理由をさらに分析し、イリジウム使用量のさらなる削
減を目指す。 

URL:  
https://www6.slac.stanford.edu/news/2016-09-01-slac-stanford-team-finds-tough-new-catal
yst-use-renewable-fuels-production.aspx  

(関連情報）  

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

A highly active and stable IrOx/SrIrO3 catalyst for the oxygen evolution reaction 

URL:  http://science.sciencemag.org/content/353/6303/1011  

【政策】  

25-20 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・DOE化石
ｴﾈﾙｷﾞｰ局

(FE) 

    2016/8/24 

よりクリーンな化石燃料発電の進展に DOE が 2,800 万ドルを資金提供 
(Energy Department Invests $28 Million to Advance Cleaner Fossil Fuel- Based Power Generation) 

・ DOEが、コスト競争力がありCO2排出量がほぼゼロの化石燃料発電を実現するエネルギーシステム
の進展を目的とする研究開発プロジェクト 14 件を採択したことを発表。 
・ これらのプロジェクトが取り組むのは、先進的な石炭燃焼発電システムのスケールアップ、石炭ガス
化プロセスの進展、および固体酸化物燃料電池(SOFC)のコスト低減と信頼性・耐久性の向上。 
・ 本資金提供の内訳は政府資金が 2,800万ドル超、受賞者の負担分が 840万ドルで、総額は 3,600万
ドルを上回る。各プロジェクトの概要は本文を参照のこと。 

URL:  
http://energy.gov/fe/articles/energy-department-invests-28-million-advance-cleaner-fossil-f
uel-based-power-generation  

25-21 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・国立ｴﾈﾙ
ｷﾞｰ技術研
究所(NETL) 

    2016/8/26 

DOEが石炭火力発電プラント排出 CO2 の有効利用を推進するプロジェクトを募集 
(DOE Seeks Projects to Advance Carbon Dioxide Utilization from Coal-Fired Power Plants) 

・ DOE が、石炭火力発電プラントからの CO2 有効利用技術の開発を目指すプロジェクト(Applications 
for Technologies Directed at Utilizing Carbon Dioxide from Coal Fired Power Plant)に対し、約 670 万ド
ルの助成を発表。本プロジェクトは炭素貯留の有効性向上、導入コスト低減、2025～2030 年の商用化
を目標とする炭素貯留プログラムの一環。 
・ 今回の公募は、既に実用化している技術よりも低コストでかつ余分な温室効果ガスを排出せずに有
用な製品(セメント、プラスチック、液体燃料等)に変換する技術が対象。コンセプトの検証と技術に係るコ
ストの推計を行い、ライフサイクル CO2 排出量からその製品が実際に CO2 削減に資することを実証。
対象の 3 つのテーマは以下の通り。 
   ・ 脱硫処理後(下流のCO2分離・回収装置へ流入前)の煙道ガス中CO2の生物学的利用プロセス。 
   ・ 鉱滓等産業廃棄物と CO2 を反応、鉱化させて固定化した CO2 を製品化もしくは廃棄物からの価
値の高い鉱物や化学品の回収に利用。 
   ・ 高エネルギー機器やナノ構造触媒を含む、革新的物理・化学 CO2 変換プロセス。 

URL:  
http://www.netl.doe.gov/newsroom/news-releases/news-details?id=34573b16-e7a5-452f-a5a
9-280261adab52  

  

https://www6.slac.stanford.edu/news/2016-09-01-slac-stanford-team-finds-tough-new-catalyst-use-renewable-fuels-production.aspx
https://www6.slac.stanford.edu/news/2016-09-01-slac-stanford-team-finds-tough-new-catalyst-use-renewable-fuels-production.aspx
http://science.sciencemag.org/content/353/6303/1011
http://energy.gov/fe/articles/energy-department-invests-28-million-advance-cleaner-fossil-fuel-based-power-generation
http://energy.gov/fe/articles/energy-department-invests-28-million-advance-cleaner-fossil-fuel-based-power-generation
http://www.netl.doe.gov/newsroom/news-releases/news-details?id=34573b16-e7a5-452f-a5a9-280261adab52
http://www.netl.doe.gov/newsroom/news-releases/news-details?id=34573b16-e7a5-452f-a5a9-280261adab52
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25-22 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・ﾛｰﾚﾝｽﾘﾊﾞ
ﾓｱ国立研
究所(LLNL) 

    2016/8/30 

DOEの HPC4Mfg プログラムがクリーンエネルギー技術の躍進に向け新規 13 プロジェクトに資金提供 
(DOE HPC4Mfg Program funds 13 new projects to jumpstart clean energy technologies) 

・ DOE が米国の製造業の発展を目的に、同省傘下の国立研究所が所有する高性能スーパーコンピュ
ータの利用を促進する「High Performance Computing for Manufacturing (HPC4Mfg)」プログラムの下、新
規 13 プロジェクトに総計 380 万ドルを提供。LLNL に加え、ローレンスバークレー(LBNL)、オークリッジ
(ORNL)の両国立研究所が各製造業者と直接提携し、世界最先端のスーパーコンピュータと専門的知見
を提供。 
・ 製品や工業プロセスの設計における高性能計算機の利用は、イノベーションの加速、エネルギーコス
トの低減、試験サイクルの短縮、廃棄物や不良品の削減、短期間での市場化等、同国の製造業に種々
の恩恵をもたらす可能性。同時に国立研究所は官民連携プロジェクトを通じて計算コードを拡張させ、
様々な技術分野にそれらを適用することにより裨益。 
・ 各採択プロジェクトの概要は関連情報を参照のこと。 

URL:  
https://www.llnl.gov/news/doe-hpc4mfg-program-funds-13-new-projects-jumpstart-clean-en
ergy-technologies  

(関連情報）  

      

各プロジェクトの概要 

Spring 2016 Solicitation Selectees 

URL:  https://hpc4mfg.llnl.gov/projects-spring2016.php  

25-23 

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) 

    2016/8/30 

DOEが波力・潮力エネルギープロジェクトに対して 2 千万ドル超を資金提供 
(Energy Department Awards More Than $20 Million for Wave and Tidal Energy Projects) 

・ DOE が、海洋・水力 (MHK) エネルギーシステムを進展させ監視を行う新規の研究開発実証プロジェ
クト（10組織）に対して 2千万ドル超を資金提供することを発表。採択プロジェクトは、MHKシステムの性
能向上と環境モニタリング技術の進展を目指す。 
・ これらのプロジェクトによって、商業的に採算の合う MHK 産業が発展するとともに、波力・潮力エネル
ギーが米国の将来のクリーンエネルギー社会において実行可能なエネルギー源と成り得ることがさらに
証明される見込み。 
・ 採択された実証プロジェクト 3件および環境プロジェクト 7 件の概要は、本文を参照のこと。 

URL:  
http://energy.gov/eere/articles/energy-department-awards-more-20-million-wave-and-tidal-
energy-projects  

25-24 
ｱﾒﾘｶ合衆国
・ｴﾈﾙｷﾞｰ省

(DOE) 

    2016/8/31 

DOEが EGS プロジェクトに対し 2,900 万ドルの資金提供を発表 
(Energy Department Announces $29 Million Investment in Enhanced Geothermal Systems Efforts) 

・ オバマ大統領の Climate Action Plan の一環として、DOEは「Frontier Observatory for Research in 
Geothermal Energy (FORGE)」プログラム下のプロジェクト 2 件に対し 2,900 万ドルを資金提供することを
発表。 
・ 本資金提供を受けるのはサンディア国立研究所(SNL)とユタ大学で、それぞれネバダ州ファロンとユ
タ州ミルフォードにおいて、涵養地熱システム(EGS)の最先端研究を行うための地下実験候補サイトの
機械整備・特性評価等を実施。 
・ NETLが支援する今回の資金提供では、地下実験候補サイトの可能性評価を目的とした第 1フェーズ
の研究で上記 2 チームを採択。次の第 3 フェーズで、両サイトのいずれかを将来の地下実験本拠地に
指定する予定。 

URL:  
http://www.energy.gov/articles/energy-department-announces-29-million-investment-enhanc
ed-geothermal-systems-efforts  

 

 

おことわり 
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https://www.llnl.gov/news/doe-hpc4mfg-program-funds-13-new-projects-jumpstart-clean-energy-technologies
https://hpc4mfg.llnl.gov/projects-spring2016.php
http://energy.gov/eere/articles/energy-department-awards-more-20-million-wave-and-tidal-energy-projects
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