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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ユタ大学 

    2017/3/17 

エネルギーの渇望   ユタ大学が無毒性の熱電材料を開発 
(Lust for Power 
University of Utah Engineers Develop Non-toxic Material That Generates Electricity Throuh Hot and 
Cold) 

・ ユタ大学が、カルシウム、コバルト、テルビウムを組み合わせた安価で環境に優しい熱電材料を開
発。 
・ 有毒なカドミウムや水銀ベースの他の熱電材料に比して安全な上、効率良く発電。 
・ 身体の熱を使って心臓モニター等の埋め込み型医療デバイスに電力を供給するアクセサリーや、
モバイルデバイスを充電する調理用具、エンジンからの熱を利用する車輌等、日常的用品での様々
なアプリケーションや、電力量が乏しい開発途上国での利用も考えられる。 
・ 同大学の Technology & Venture Commercialization Office が同技術の特許申請済み。研究チーム
はまず車輌とバイオセンサー用の開発に取り組む。 

URL:  https://unews.utah.edu/lust-for-power/  

(関連情報）  

      

Scientific Reports 掲載論文(フルテキスト） 

Terbium Ion Doping in Ca3Co4O9: A Step towards High-Performance Thermoelectric Materials 

URL:  http://www.nature.com/articles/srep44621  

38-2 
シンガポール

国立大学
(NUS) 

    2017/3/20 

NUS エンジニアらが清浄で新鮮な空気のためのナノファイバー溶液を開発 
(NUS Engineering team develops novel nanofibre solution for clean, fresh air) 

・ NUS が、PM2.5 粒子を最高で 90%除去し、従来のエアフィルターの 2.5 倍の高気流を達成する薄膜・
透明のエアフィルターを作るナノファイバー溶液を開発。これにより作製した新しいエアフィルターはま
た、有害な紫外線を遮蔽して自然採光と可視性を向上。 
・ 同エアフィルターの全体的な品質は既存の商品に比して 2 倍優れており、屋内の空気質を改善する
窓、ドアやレスピレータ等でのアプリケーションに最適。 
・ 同エアフィルターは環境に優しいナノファイバー溶液を不織布のメッシュに塗布して自然乾燥して容
易に製造。染色用化学化合物のフタロシアニンを使った自己組織化する有機分子がナノ粒子を形成
し、ナノファイバーになる。このようなナノファイバーは有機溶液で、塗布すると不織布メッシュに粘着
する。 
・ 製造にエネルギーを多量消費し、特殊な設備が必要な現在のエアフィルターに使われるナノファイ
バーに比して製造の容易さやコスト効果に優れる新エアフィルターは、長期的に消費者が自宅でエア
フィルターを作れる DIY キットとして販売することも可能と考える。 
・ 同製造技術は特許申請済み。同エアフィルターへの抗菌特性等の機能性の追加や産業パートナー
との商業化を計画中。 

URL:  http://news.nus.edu.sg/press-releases/nanofibre-solution-clean-fresh-air  

 

《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）  

      

Small 掲載論文(アブストラクトのみ：全部は有料） 

Transparent Nanofibrous Mesh Self-Assembled from Molecular LEGOs for High Efficiency Air 
Filtration with New Functionalities 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smll.201601924/abstract  
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ミシガン大学 

    2017/3/21 

フレキシブルなディスプレイ、タッチスクリーンやメタ材料のための変色に耐える透明な銀のフィルム 
(Transparent silver: Tarnish-proof films for flexible displays, touch screens, metamaterials)  

・ ミシガン大学が、微量のアルミニウムと銀を組み合わせて、空気による酸化に耐える滑らかな銀薄
膜を開発。同薄膜に反射防止コーティング処理することで最高 92.4%の透過性も実現。 
・ 現在のタッチスクリーンは ITO の透明導電層を非導電層でカバーしたもので、指等の導電性のオブ
ジェクトがスクリーンに押し付けられると電気の変化を感知。タッチスクリーンの普及に伴い ITO の価
格が急騰している。 
・ 銀は均一に広がらず塊を作りやすいため、通常は 15nm を下回る薄さ（銀原子約 100 個分）の膜の
作製が不可能であった。同大学は約 6%のアルミニウムを添加することで、7nm の薄膜の作製に成功。
同薄膜は空気に曝されても直ちに変色せずに数か月後も導電性と透明性を維持。また、スコッチテー
プでガラスにしっかりと貼り付く。 
・ タッチスクリーンの透明導電層としての可能性の他に、電子の集団振動である表面プラズモン・ポラ
リトンとして物質の表面で移動する特性からより高速なデータ転送を可能にするプラズモン導波管とし
ての機能も提供。滑らかな銀薄膜が導波管として表面プラズモンを 1cm 超（コンピュータチップ内にお
いて充分な距離）移動させる。 
・ また、このプラズモニック特性はメタ材料でも利用できる。光は極めて短い波長で金属の表面を移
動するため銀薄膜がスーパーレンズとして機能。さらに、ガラス等の誘電物質と交互に積層することで
ハイパーレンズも作製できる。このレンズは光顕微鏡では不鮮明な光の波長よりも小さな物体の画像
化や、シリコンチップへのトランジスタのエッチング等のレーザーパターニングを可能にする。 

URL:  
http://ns.umich.edu/new/releases/24683-transparent-silver-tarnish-proof-films-for-flexib
le-displays-touch-screens-metamaterials  

(関連情報）  

      

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

High-Performance Doped Silver Films: Overcoming Fundamental Material Limits for Nanophotonic 
Applications 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201605177/abstract  
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フィンランド・
アールト大学 

    2017/3/23 

白金量を低減した新しい電極触媒で前途有望な結果を獲得               
(Promising results obtained with a new electrocatalyst that reduces the need for platinum) 

・ アールト大学が、白金使用量を現在の商業製品の 1/100 に低減した電極触媒を開発。カーボンナノ
チューブ(CNT)の特性を活用した方法で製造。 
・ CNT に白金を電着すると白金原子数個のナノ粒子を形成するが、グラフェン等の他材料では白金
はより大きなナノ粒子を形成。曲面上の炭素結合の緊張状態がナノチューブの表面で白金を安定さ
せ、これにより白金原子が触媒活性の高い微小粒子を作る。モデリングにより炭素結合の緊張状態
が高いほど白金の安定に優れることを確認。より小さなチューブでは曲面も小さくなり緊張が大きくな
るため、ナノチューブの直径も重要な要素。 
・ 水素結合エネルギーとして電気エネルギーを蓄える電解槽は、風力等の発電量が変動するエネル
ギーを貯蔵してエネルギーの需要と生産を均衡させる。電極触媒は電解槽価格の約 1/3 を占めるた
め、使用する白金量の低減によりプロセスの大幅なコストダウンが実現可能に。 
・ 研究室での小規模・室温下での実証にて新電極触媒の長期間の安定性と動作を確認。次は製造
規模を拡大して実際のアプリケーションにて高温下での機能性を試験する。 

URL:  http://www.aalto.fi/en/current/news/2017-03-23/  

（関連情報)  

      

ACS Catalysis 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Electrochemical activation of single-walled carbon nanotubes with pseudo atomic-scale platinum for 
hydrogen evolution reaction 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acscatal.7b00199  

  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smll.201601924/abstract
http://ns.umich.edu/new/releases/24683-transparent-silver-tarnish-proof-films-for-flexible-displays-touch-screens-metamaterials
http://ns.umich.edu/new/releases/24683-transparent-silver-tarnish-proof-films-for-flexible-displays-touch-screens-metamaterials
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201605177/abstract
http://www.aalto.fi/en/current/news/2017-03-23/
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acscatal.7b00199
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ラトガース大

学 

    2017/3/27 

グラフェンでスマートフォン、コンピュータや電子チップを冷却 
(How Graphene Could Cool Smartphone, Computer and Other Electronics Chips) 

・ ラトガース大学が、グラフェンと窒化ホウ素基板を組み合わせた強力で効率的な冷却メカニズムを
開発。従来の熱電クーラーの約 2 倍の力率を達成。 
・ 従来の二酸化ケイ素基板は電子を散乱して熱を奪い性能を妨げるため、窒化ホウ素基板を採用。 
・ コンピュータやスマートフォンに搭載される無数のトランジスタの発する熱は、トランジスタの働きを
妨害するため冷却が必要。ファンや水による現在の冷却方法では効率性や安全性に問題がある。 
・ 原子や電子が活発に運動する熱い先端部と、反対側のそれらが不活発な冷たい先端部もつ金属
片に電圧を印加すると、熱い先端部から冷たい先端部に電流が流れて電子による熱の奪取を促進。
このようなアクティブクーリングはパッシブクーリングよりも効率的。 
・ 熱を急速に拡散するグラフェンは熱電冷却のパッシブとアクティブの両クーリング性能に優れ、窒化
ホウ素との組み合わせで卓越したクーラーになる。 
・ 電子産業ではこのような冷却方法に移行する傾向にあり研究開発活動を後押し。他の材料に比し
て安価で薄く冷却性能に優れるグラフェンクーラーが優勢となる可能性あり。 

URL:  
http://news.rutgers.edu/research-news/how-graphene-could-cool-smartphone-computer
-and-other-electronics-chips/20170326#.WNnAT7ikJhE  

（関連情報)  

      

米国アカデミー紀要(PNAS)掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

High thermoelectricpower factor in graphene/hBN devices 

URL:  http://www.pnas.org/content/113/50/14272  
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2017/3/27 

より微細なラインへの飛躍的な進展 
(A big leap toward tinier lines) 

・ MIT、シカゴ大学とアルゴンヌ国立研究所等から成る研究チームがマイクロチップに 10nm を下回る
微細なパターンを作製する方法を新たに開発。 
・ 現在の約 22nm を下回る微細なパターン作製には、高価な光学機器が必要な極端紫外線を利用す
る方法や、大規模製造が高コストな極めて緩慢なプロセスである電子やイオンビームでチップ表面を
走査する方法が採られている。 
・ 新方法では既存の 3 種類の作製方法を統合。最初にリソグラフィー技術でチップ上にラインのバタ
ーンを作り、次に交互の層等へと自然に分離する異なる 2 種類のポリマーを混合したブロック共重合
体層を溶液のスピンコーティングで形成する。 
・ このブロック共重合体は親油性と親水性の両性質を備えるが、完全に結合した状態にある。2 つの
ブロックの寸法が積層時に自己組成する断続的な層やパターンのサイズを決定。 
・ 最後に iCVD(initiated chemical vapor deposition)法で保護ポリマー層を積層。この保護コーティング
がブロック共重合体による自己組成を抑制し、レイヤードケーキのような水平ではなく垂直な層を形成
させる。 
・ 最初に作製したベースパターンが共重合体層や保護層の配置を誘導するが、共重合体がもつ元来
の性質がベースパターン幅より狭いラインを形成。各ベースラインの 1/4 幅で 4 本のラインを作る。 
・ トップのポリマー層はパターニングできるため、マイクロチップの相互接続の必要性に応じて様々に
複雑なパターン作製が可能。 
・ 既存の技術とポリマーを用いて微細なパターンを作製できる新方法はナノファブリケーションにおけ
る主要な進展であり、ナノパターニングからナノトライボロジーにわたる全く新しいアプリケーション分
野を拓くプロセスと考える。 

URL:  http://news.mit.edu/2017/self-assembly-smaller-microchip-patterns-0327  

（関連情報)  

      

アルゴンヌ国立研究所(ANL)発表記事 

Self-assembling polymers provide thin nanowire template  

URL:  http://www.anl.gov/articles/self-assembling-polymers-provide-thin-nanowire-template  

（関連情報)  

      

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

Sub-10-nm patterning via directed self-assembly of block copolymer films with a vapour-phase 
deposited topcoat 

URL:  http://www.nature.com/nnano/journal/vaop/ncurrent/full/nnano.2017.34.html  

  

http://news.rutgers.edu/research-news/how-graphene-could-cool-smartphone-computer-and-other-electronics-chips/20170326#.WNnAT7ikJhE
http://news.rutgers.edu/research-news/how-graphene-could-cool-smartphone-computer-and-other-electronics-chips/20170326#.WNnAT7ikJhE
http://www.pnas.org/content/113/50/14272
http://news.mit.edu/2017/self-assembly-smaller-microchip-patterns-0327
http://www.anl.gov/articles/self-assembling-polymers-provide-thin-nanowire-template
http://www.nature.com/nnano/journal/vaop/ncurrent/full/nnano.2017.34.html
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ミネソタ大学 

    2017/4/3 

オープンソースソフトウェアがナノ材料の 3D ビューを解明する 
(Open-source software unlocks 3-D view of nanomaterials)  

・ ミシガン大学、コーネル大学、オープンソース・ソフトウェア会社の Kitware は、複雑な構造を持つ多
分岐ナノ粒子を 3D 画像で見ることを可能にするオープンソース型ソフトウェア Tomviz 1.0 を開発した。
Tomviz 1.0 は、電子顕微鏡から得られた電子線トモグラフィーのデータを基に 3D 画像を簡単に作成す
ることができる。また、たった 1 つのプラットフォームで他の研究者と画像を共有したり、自由に加工し
たりが可能。 
・ 同ソフトウェアは、自動車、半導体、地質学など様々な分野での応用が期待される。 
・ 電子顕微鏡はナノスケールの物質を 3D で観察するものであるが、通常はデータの解析の際に、電
子顕微鏡から照射された電子ビームが物質を透過するときに投影される何百もの画像を１つの画像
につなぎ合わせる作業を行う。この作業は、困難かつ時間と労力を要する。また、完成した 3D 画像を
複製したり、他の研究者と共有したりすることは困難。                                         
・ 一方、Tomviz 1.0 は、時間とエネルギーを大幅に削減するだけでなく、画像化に至るまでの全過程
を研究者間で共有したり、自由に加工したりすることが可能。 
・ Tomviz1.0 を使うことにより、ナノスケールの物質の表面と内側を検査し、密度や構造についての詳
細な情報を得たり、個々の原子を見たりが可能。         ・ 将来的には、Tomviz 1.0 を直接、顕
微鏡に組み込むことを構想中。 最終的には、全ての原子の化学構造を 3D で解明することが可能な
ソフトウェアの開発を目指す。 

URL:  
http://ns.umich.edu/new/multimedia/videos/24718-open-source-software-unlocks-3-d-vi
ew-of-nanomaterials  

（関連情報)  

      

Tomviz 1.0 ダウンロードウェブサイト 

URL:  http://www.tomviz.org/  
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英国・マンチェ
スター大学 

    2017/4/3 

グラフェンのふるいが海水を飲み水に変える 
(Graphene sieve turns seawater into drinking water) 

• マンチェスター大学は、グラフェンが水から塩分を除去し、安全に飲料できる水に変えることが可能
であることを証明。酸化グラフェン薄膜は、手頃な淡水化技術への応用が期待される。 
・ 酸化グラフェン薄膜は既に新しい濾過技術として注目を集めているが、国立グラフェン研究所が以
前作成した酸化グラフェン薄膜では、小さなナノ粒子、有機分子、大きな塩の粒子は濾過できたが、塩
分の除去はできなかった。 
・ 同大学は以前の研究で、酸化グラフェンを水に浸すと、僅かに膨張し、粒が小さい塩は薄膜を通っ
て水と共に排出されるが、粒の大きいイオンあるいは分子は排出が阻止されることを発見していた。
今回、酸化グラフェン薄膜を水に浸したときに膨張するのを防ぎ、薄膜の細孔のサイズを厳密に制御
することで、塩水から塩分を除去する方法を発見。 
・ 薄膜の細孔の大きさを均一に原子レベルにまで極小化すれば、淡水化技術の効率を向上させるこ
とが可能。今後は、細孔のサイズを濾過の用途に応じて変えることができる酸化グラフェン薄膜の大
量生産が課題。 
・ 国連の予測では、2025 年までに世界人口の 14％が水不足に直面。大規模な脱塩施設への投資が
できない国々で、酸化グラフェン薄膜を利用した小規模な脱塩施設を建設することを期待。 

URL:  
http://www.manchester.ac.uk/discover/news/graphene-sieve-turns-seawater-into-drinkin
g-water/  

（関連情報)  

      

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

Tunable sieving of ions using graphene oxide membranes 

URL:  http://www.nature.com/nnano/journal/vaop/ncurrent/full/nnano.2017.21.html  

  

http://ns.umich.edu/new/multimedia/videos/24718-open-source-software-unlocks-3-d-view-of-nanomaterials
http://ns.umich.edu/new/multimedia/videos/24718-open-source-software-unlocks-3-d-view-of-nanomaterials
http://www.tomviz.org/
http://www.manchester.ac.uk/discover/news/graphene-sieve-turns-seawater-into-drinking-water/
http://www.manchester.ac.uk/discover/news/graphene-sieve-turns-seawater-into-drinking-water/
http://www.nature.com/nnano/journal/vaop/ncurrent/full/nnano.2017.21.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) 

    2017/4/3 

グラフェンの皺を「アイロンがけ」する 
(Researchers “iron out” graphene’s wrinkles) 

・ MIT が、グラフェンシートの皺を伸ばしてウェハースケールの単層グラフェンを製造する方法を開
発。 
・ 従来のプロセスによる完全に平坦な炭素原子の単層グラフェンシートの作製は困難。グラフェンの
皺はシリコン等の半導体を超えるグラフェンの電子移動速度を損なう。半導体材料としてのグラフェン
の利用には、原子配列と電子的性能が均一である単層グラフェンが必要。 
・ 新方法で製造して皺を伸ばしたグラフェンでは、各ウェハー全体と皺のあった領域においても電子
が均一な速度で自由に移動することを確認。 
・ 同大学は、2013 年開発の layer-resolved graphene transfer と呼ばれるプロセスで SiC ウェハーに
グラフェンを成長させて最上部をニッケルシートで剥離して単層グラフェンを作製。しかし数 nm オーダ
ーの微細な段構造の皺が現れていた。 
・ 今回、グラフェンをシリコンウェハーに転写する前にシリコンを酸化させ、静電帯電する二酸化ケイ
素（SiO2)を作製。グラフェンを転写すると SiO2 がグラフェンの炭素原子をウェハーへと引張り、グラフ
ェンの皺を伸ばして平坦にする。 
・ しかし、CVD 法で作製したグラフェンの皺は数μオーダーであるため、同プロセスで伸ばすことは不
可能。 
・ 皺があった領域を含む各グラフェンウェハー上の複数サイトに微細なトランジスタを作製して電子移
動性能を測定し、平坦化した単結晶グラフェンウェハーが単層と同等であることを確認。さらに、皺を
伸ばしたグラフェンでは電子移動速度が 2 倍であることを発見。グラフェンと SiC の組合せよりも電気
特性が大幅に優れる単層グラフェンを作製した。 
・ エレクトロニクスでのグラフェン利用には課題が残るが、同研究結果は単結晶・単層グラフェンの信
頼できる製造方法の青写真を研究者コミュニティーに提供するものと考える。 

URL:  http://news.mit.edu/2017/iron-out-graphene-wrinkles-conductive-wafers-0403  

（関連情報)  

      

米国アカデミー紀要(PNAS)掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Unveiling the carrier transport mechanism in epitaxial graphene for forming wafer-scale, single-domain 
graphene 

URL:  http://www.pnas.org/content/early/2017/03/31/1620176114  

【電子・情報通信分野】  

38-10 

ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・カールス

ルーエ工科大
学(KIT) 

    2017/3/23 

動的環境向け屋内位置特定システム 
(Interior Positioning System for Dynamic Environments) 

・ KIT が独・経済エネルギー省(BMWi)の資金提供による SchiV 3.0 プロジェクトの下、屋内の動的環境
で作業員の位置特定のための新システムを開発。 
・ 屋内では GPS 等の位置測位技術が利用できず、さらに金属に囲まれる環境ではワイヤレス通信も
利用不可能。造船所のように組立ての工程と共に刻々と変化する環境における作業員の位置特定と
安全関連情報の即時発信は非常に困難で、現在も安全上の瑕疵とリスクの検出と報告は手作業に
依る。 
・ 同システムは、ロジスティクス最適化の支援(材料の予測配送)や工程の進捗状況(タスク承認)の速
やかな記録も実施。対象物の位置は、給電設備等のサイトの必要インフラと共に設置した近距離無線
通信用アンテナを用い、複数台のアンテナまでの距離から三辺測量により測定。アンテナが受信する
無線信号が微弱な場合、移動型エンドデバイスの動作・加速度センサーとデッドレコニングを使用して
推定。このハイブリッドなアプローチにより、適正な設置費用で十分な精度の位置特定を実現。 
・ Meyer Werft 社の造船施設にて、完全にデジタル化された同システムの実証に成功。安全検査官
が VOMATEC 社が開発したモバイルアプリケーションを用い、欠陥やリスク、または進捗状況をスマー
トフォンで撮影し、「廃棄物の撤去」等の作業工程として保存。同時にシステムは位置情報を収集し、
必要な作業工程と照応。この 2 種類の情報は移動無線か WLAN によりリアルタイムで伝送され、サー
バー上に「インシデント」としてアップロードされると、作業員が即座に対応。 
・ 今回の機器は造船の他、土木建築や航空機の建造にも使用可能。 

URL:  
https://www.kit.edu/kit/english/pi_2017_038_interior-positioning-system-for-dynamic-envir
onments.php  

  

http://news.mit.edu/2017/iron-out-graphene-wrinkles-conductive-wafers-0403
http://www.pnas.org/content/early/2017/03/31/1620176114
https://www.kit.edu/kit/english/pi_2017_038_interior-positioning-system-for-dynamic-environments.php
https://www.kit.edu/kit/english/pi_2017_038_interior-positioning-system-for-dynamic-environments.php
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38-11 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2017/3/23 

プリンタブルでセンサーを搭載したロボット用「皮膚」の実現に向けて 
(Toward printable, sensor-laden “skin” for robots) 

・ MIT が、環境に反応するセンサーと処理回路を取り入れたフレキシブルなプリンタブルエレクトロニ
クスの実現可能性の実証に向けたデバイスを設計・構築。同デバイスは機械的なストレスに反応して
表面の色を変化させる。 
・ 同デバイスは、黄金虫が突かれる等の機械的ストレスを受けると外観が金色から赤みがかったオ
レンジ色に変化する仕組みから着想を得たもの。3D プリントしたオブジェクトで自然界のセンサーやイ
ンターコネクトのネットワークである感覚運動経路の再現を試行。 
・ 数十年にわたるプリンタブルエレクトロニクス技術開発で基板自体のプリンティングが可能になった
ことで、作製できるデバイスの範囲が飛躍的に拡大。通常は基板によって積層できる材料の種類が制
限されるが、プリントした基板は様々な材料が複雑かつ一定のパターンで組み合い構成されるため、
プリンティングに使える機能性材料が多様化している。 
・ アルファベットの「T」の様な形状の同デバイスは、銀の細い片を配置した樹脂製のクロスバーとより
硬めの樹脂製のベースから構成。ベースにはトランジスタ 2 個と、クロスバーが曲がることで銀片の電
気抵抗が変化し、それに伴って色が変化する半導体ポリマーの「ピクセル」を搭載。同デバイスは同大
学開発の 3D プリンター、MultiFab を使って作製した。 
・ 同デバイスのトランジスタでは、ゲートと半導体の間で電流漏れを防ぐ絶縁体の代わりにカリウム
塩を含む溶液層のカリウムイオンの働きで通電状態を切り替える。これによりデバイスの作動電圧が
低下し、一般的な 1.5V 電池が使えるがデバイスの持続性が低減。この課題に関しては今後研究の予
定。 
・ オプトエレクトロニックシステム全体を 3D プリンティングで作製するアプローチの可能性を今回の実
証で確認。即座に基板を製造できる同アプローチは、特定の基板材料が入手不可能な即席の製造環
境で特に有用と考える。 

URL:  http://news.mit.edu/2017/goldbug-beetle-printable-sensor-laden-skin-robots-0323  

(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） 

3D-Printed Autonomous Sensory Composites 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/admt.201600257/abstract  

38-12 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
デューク大学 

    2017/4/3 

「スプレーする」メモリが、折り曲げ可能なデジタルデータ記憶を可能に 
('Spray-On' Memory Could Enable Bendable Digital Storage) 

・ デューク大学は、スプレーで印刷して作るデジタルメモリーデバイスを開発。エアロゾル・ジェットプリ
ンターからナノ粒子のインクを比較的低温で噴射し、紙、樹脂、布などの柔軟な素材の上にプログラマ
ブルエレクトロニクス・デバイスを印刷することが可能。 
・ 印刷された同デバイスの形状は郵便切手大で、4 ビットのフラッシュドライブに似ている。 
・ デバイスの中心には、シリカコーティングされた銅ナノワイヤをベースにした印刷可能な材料を使用
しており、デジタル情報の保存が可能。 
・ 従来のほとんどのフラッシュデバイスとは異なり、新しいデバイスは、荷電状態のときではなく、電気
抵抗があるときに情報を符号化するのが特徴。低い電圧をかけることにより、電流を止める高抵抗
と、電流を流す低抵抗の切り替えを行う。 
・ 同デバイスの作成方法は、初めに市販の金ナノ粒子インクをガラスのスライド上に噴射し、金の電
極を印刷。次に、銅ナノワイヤメモリを先の電極の上に印刷し、仕上げに 2 層目の銅の電極を印刷。 
・ 過去にも印刷可能なメモリーデバイスが作成されたことはあったが、実用化に向けて重要な要件が
そろったのは今回が初めて。データを書き込む速度、電流のオンオフにかかる時間は約 3 マイクロ秒
で、フラッシュデバイスのスピードに匹敵。書きこまれた情報は 10 年間の保存が可能。また、デバイス
は質を劣化させることなく、何回も上書きが可能。 
・ 同デバイスは、メモリ容量による制限により、デジタル写真や音楽の保存には不向きで、環境セン
サーや RFID タグの作成など、単純なエレクトロニクス技術に向いている。現在の RFID タグの主な用
途は在庫状況の記録であるが、新しいデバイスにより、将来的には、商品が置かれている温度などの
環境管理の機能を持たせることを期待。 

URL:  https://today.duke.edu/2017/04/spray-memory-could-enable-bendable-digital-storage  

（関連情報)  

      

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

Fully Printed Memristors from Cu–SiO2 Core–Shell Nanowire Composites 

URL:  http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11664-017-5445-5  

  

http://news.mit.edu/2017/goldbug-beetle-printable-sensor-laden-skin-robots-0323
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/admt.201600257/abstract
https://today.duke.edu/2017/04/spray-memory-could-enable-bendable-digital-storage
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11664-017-5445-5


7 

 

【ロボット・AI 技術分野】  

38-13 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2017/3/20 

「チップ上の樹木(ツリーオンチップ）」を開発 
(Engineers design “tree-on-a-chip”) 

・ MIT を始めとする研究チームが、樹木等で栄養分を受動輸送するポンピング機構を模倣した「ツリ
ーオンチップ」と呼ばれるマイクロ流体デバイスを設計。 
・ 同チップは自然の機構と同様に可動部や外部ポンプ無しで受動的に作動し、チップ中において水と
糖を一定の流量で数日間ポンプ輸送できる。 
・ 同大学は同チップの受動ポンピング機構を小型ロボット用のシンプルな液圧アクチュエータとして利
用することを構想。小型ロボットでは微小な可動部やポンプの製作が困難で高価。同チップは糖で作
動する安価なポンプによる小型ロボット駆動の目標への一歩。 
・ 自然のポンプ輸送機構では、表面張力により樹木の木部(xylem)の通路で水が汲み上げられて半
透膜を介して拡散し、糖や他の栄養素を含む篩部(phloem)の通路へ流れ込む。篩部の糖分が多くな
ると、糖と水の濃度勾配の均衡を図るため浸透(osmosis)と呼ばれる受動的プロセスで木部からの水
量が増して根茎へと栄養素を流し込む。 
・ 過去に設計した同様なマイクロ流体ポンプは数分で停止。今回、同大学は同ポンピング機構に不
可欠な第 3 の構成要素として、光合成で糖類を生成する葉の機能を追加。このような追加的な糖は、
葉から篩部へと拡散して糖と水の濃度勾配を増大させ、一定の浸透圧を維持しながら樹木中で水と
栄養素を継続的に循環させる。 
・ 同チップの作製では 2 枚の樹脂スライドにそれぞれ木部と篩部となる溝を作り、木部の溝を水、篩
部の溝を水と糖で満たしてそれらのスライドを半透膜で分離。篩部の溝のスライドの上に別の膜を配
置して追加的な糖として角砂糖を設置。同チップに繋いだ管でタンクから水を供給。タンク→チップ→
ビーカーへと一定の流量の水を数日間ポンプ輸送した。 

URL:  http://news.mit.edu/2017/microfluidics-tree-on-chip-robots-move-0320  

(関連情報）  

      

Nature Plants 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Passive phloem loading and long-distance transport in a synthetic tree-on-a-chip 

URL:  http://www.nature.com/articles/nplants201732  

38-14 
ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・ﾌﾗｳﾝﾎｰﾌ
ｧｰ協会(FhG) 

    2017/4/3 

人の聴覚よりも客観的に音を感知 
(More objective than human hearing) 

・ 産業用機器や製品の検査ラインでは、機器による自動化されたテスト以外に、人間が耳で聞いて異
常音を検知する検査も行われているが、聴覚は主観的で、個人差があるので、異常音を聞き逃す可
能性がある。 
・ フラウンホーファー協会は、「2017 年 Hannover Messe」で人間の耳よりも客観的かつ正確に異常音
を感知できる認知システムを展示。 
・ 同システムは最初の実地試験で、異常音のうち 99％の検知に成功。現在、産業用途での最初のパ
イロット事業が進行中。 
・ 同システムは、知的音響測定技術と信号解析、機械学習、データのバックアップ、データ蓄積を産
業用途の機器管理と製品の自動テストシステムに組み込んだもの。 
・ ノイズの音源を特定、原因を分析し、その環境に合ったノイズのモデルを作る。同システムは、聞こ
えてくる音を分析し、純粋にラボで蓄積されたノイズのデータと比較しながら、人工神経回路網（ニュー
ラル・ネットワーク）により、異常から発生するノイズの検知ができるアルゴリズムを徐々に発展させて
いく。 
・ 自動車のシートには、多数の独立したモーターが内蔵されているが、同システムは、自動車メーカ
ーとのパイロット事業で、設計、ノイズ、設置場所が異なるモーターから生じた異常音を全て検知。 
・ ユーザーや権利・個人情報管理機関からの許可を得て集めた音響信号のデータは、クラウド上で
安全に管理。 
・ 同システムは生産ラインに搭載されており、生産プロセスの変更への柔軟な対応が可能。 

URL:  
https://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2017/april/more-objective-than-hum
an-hearing.html  

  

http://news.mit.edu/2017/microfluidics-tree-on-chip-robots-move-0320
http://www.nature.com/articles/nplants201732
https://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2017/april/more-objective-than-human-hearing.html
https://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2017/april/more-objective-than-human-hearing.html
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【環境・省資源分野】  

38-15 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾛｰﾚﾝｽﾊﾞｰｸﾚ
ｰ国立研究所

(LBNL) 

    2017/4/13 

科学者は空気から水を作り出す                                
(Scientists Pull Water Out of Thin Air) 

・ MIT の研究グループが、金属有機構造体(MOF)と太陽光エネルギーを使って、乾燥した空気から水
を生み出す画期的な技術を開発。 
・ 1990 年代に合成された MOF は、金属が有機分子（リガンド）と結合し、硬質で多孔性の構造を形成
したもので、ガスや液体の貯蔵が可能。今回、ジルコニウムとアジピン酸(adipic acid)から成る大型の
孔を持つ MOF を使い、水蒸気を封じ込めることに成功。MOF は、水分子との親和性が高く、僅かな気
温の変化により、凝縮した水を容易に放出することが可能。 
・ 同研究グループ等は、1kg の MOF を使って、太陽光発電のプロトタイプを制作。周囲の空気から、
12 時間で 2.8 リットルの水を生成することに成功。空気の湿度は砂漠と同様、20～30％。 
・ 現在の除湿器は電気を使用し、除湿器から水を生成するためには更にエネルギーを消費しなくて
はならないが、将来的には、電気を使わずに、普通の生活環境で得られる太陽光から日常生活に必
要な水を自宅で生成できる個人仕様のデバイスを作ることが目標。 

URL:  http://newscenter.lbl.gov/2017/04/13/scientists-make-water-from-air/  

（関連情報)  

      

Science 掲載論文（アブストラクトのみ：全文は有料） 

Water harvesting from air with metal-organic frameworks powered by natural sunlight 

URL:  http://science.sciencemag.org/content/early/2017/04/12/science.aam8743  

（関連情報)  

      

米国ローレンスバークレー国立研究所(LBLN)のプレスリリース（フルテキスト。動画あり） 

Device pulls water from dry air, powered only by the sun 

URL:  
http://news.berkeley.edu/2017/04/13/device-pulls-water-from-dry-air-powered-only-by-
the-sun/  

（関連情報)  

      

MIT 発表記事(4/13) 

Water, water everywhere … even in the air 

URL:  http://news.mit.edu/2017/MOF-device-harvests-fresh-water-from-air-0414  

【バイオテクノロジー分野】  

38-16 

ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・ 

バイロイト大
学 

    2017/4/7 

自然を上回る性能：バイロイト大学が開発の人工バイオフィルムが微生物燃料電池のエネルギー生
産性を向上 
(Better than nature: artificial biofilm from Bayreuth increases energy production in microbial fuel cells) 

・ バイロイト大学が、微生物燃料電池において天然のバイオフィルムよりもエネルギー生産に適した
人工バイオフィルムの開発に成功。 
・ 同電池内の微生物は、乳酸等の有機物を取り込みながら、代謝プロセスの一環として継続的に電
子を放出。 
・ 今回開発されたフィルムは単一種の微生物(Shewanella oneidensis)を被包する微細なポリマー繊維
(ハイドロゲル)より成るバイオコンポジット。これを使用した燃料電池の発電性能は、同種の微生物に
バイオフィルムを自然形成させる場合の2倍。人工バイオフィルム中の微生物の濃度は製造時に定め
られるため、安定的で予測可能なエネルギー生成が可能。他方、従来型の天然バイオフィルムは制
御が難しく、安定性が低い。 
・ このバイオコンポジットは、電界紡糸により得られたポリマー繊維を結合してフリースを形成し、作
製。別途微生物を埋め込むための工程は不要。 
・ 今回の成果は、バイエルン州環境・消費者保護省が資金を提供する BayBiotech プロジェクトグル
ープの、「プロセス強化のためのバイオフィルム」(Biofilms for Process Intensification)プロジェクトによ
るもの。 

URL:  
https://www.uni-bayreuth.de/en/university/press/press-releases/2017/034-biofilm/index.
html  

（関連情報)  

      

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

Electrogenic Single-Species Biocomposites as Anodes for Microbial Fuel Cells 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mabi.201600442/full  

  

http://newscenter.lbl.gov/2017/04/13/scientists-make-water-from-air/
http://science.sciencemag.org/content/early/2017/04/12/science.aam8743
http://news.berkeley.edu/2017/04/13/device-pulls-water-from-dry-air-powered-only-by-the-sun/
http://news.berkeley.edu/2017/04/13/device-pulls-water-from-dry-air-powered-only-by-the-sun/
http://news.mit.edu/2017/MOF-device-harvests-fresh-water-from-air-0414
https://www.uni-bayreuth.de/en/university/press/press-releases/2017/034-biofilm/index.html
https://www.uni-bayreuth.de/en/university/press/press-releases/2017/034-biofilm/index.html
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mabi.201600442/full
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【蓄電池・エネルギーシステム分野】  

38-17 

オーストラリア
連邦・ 

ロイヤルメル
ボルン 

工科大学
(RMIT) 

    2017/4/3 

バイオに着想を得たエネルギー貯蔵：太陽光発電の新たな光 
(Bio-inspired energy storage: a new light for solar power) 

・ メルボルン大学が、グラフェンをベースとする新しい電極のプロトタイプを開発。同電極をスーパー
キャパシタ（電気二重層コンデンサ）と統合することにより、従来の蓄電能力を 30 倍にすることが可
能。充放電の速度も、従来のバッテリーより大幅に向上。 
・ スーパーキャパシタは従来、太陽電池（セル）と組み合わせて使われてきたが、蓄電能力には限界
があり、利用は限定的。 
・ 同電極は、自己複製的なパターン（フラクタル）を持つ葉脈が密生し、非常に効率的にエネルギーを
蓄積し、葉全体に水分を行き渡らせるというタマシダの葉からの着想。雪の結晶のミニ構造のようなフ
ラクタルパターンを基にした形状で、ナノレベルでの太陽光エネルギーの貯蔵能力の向上が可能。 
・ 同電極と統合することにより、スーパーキャパシタの蓄電能力が向上し、長期的な信頼性と速いエ
ネルギー放出を実現。曇りの日に利用する太陽光エネルギーの蓄電に最適。 
・ 同電極を既存のセルと組み合わせて使うことも可能ではあるが、従来型セルは、かさばるうえに硬
いというのが欠点。将来的には、現段階では揺籃期にあるフレキシブル薄膜太陽電池と統合すること
により、太陽光の捕集と蓄電をチップ上で行うことができるようにするのが目標。 
・ 自家発電式スマートフォン、ラップトップ型 PC、自動車、建物への応用を期待。 

URL:  
http://www.rmit.edu.au/news/all-news/2017/apr/bio-inspired-energy-storage--a-new-lig
ht-for-solar-power  

（関連情報)  

      

Scientific Reports 掲載論文(フルテキスト） 

Bioinspired fractal electrodes for solar energy storages 

URL:  http://www.nature.com/articles/srep45585  

【新エネルギー分野(太陽光発電)】  

38-18 
 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
国立再生可
能ｴﾈﾙｷﾞｰ研
究所(NREL) 

    2017/4/14 

NREL の新ぺロブスカイトインクを高品質セルに 
(NREL’s New Perovskite Ink Opens Window for Quality Cells) 

・ NREL が、広いプロセスウィンドウを有する新たなぺロブスカイトインクを開発。高効率太陽電池用
ぺロブスカイト薄膜の、スケーラブルなブレードコート法での生産が可能に。 
・ ぺロブスカイト結晶の基板上への成長は注意を要するため、通常行われるのは、大規模製造に向
けたスケールアップが不可能なスピンコート法による実験室規模での処理。また、前駆体を抽出する
貧溶媒の添加は高品質な結晶の形成に極めて重要な工程だが、処理が可能な時間範囲はわずか数
秒。この時間的制約は製造に際して非常に不都合。 
・ NREL はこの条件範囲を 8 分にまで拡大させることに成功。開発した前駆体インクは塩素を含むヨウ
化鉛メチルアンモニウム前駆体を溶剤で調整したもの。スピンコートとブレードコートの 2 つの手法をそ
れぞれ試行し、製膜を行った結果、膜形態とデバイス性能は酷似。 
・ さらに、ヨウ化メチルアンモニウム(MAI)を過剰に含む同前駆体インクと塩化メチルアンモニウム
(MACl)を添加したインクの 2 種類を試験。熱処理に要する時間は、MAI 溶液の 10 分に対し、MACl が
約 1 分と判明。熱処理時間の短縮もまた、メーカーにとっては魅力。 
・ ブレードコート法で作製した光吸収層を用いた約 12.6c ㎡の 4 セルモジュールの活性面積は 11.1c
㎡、安定化変換効率は 13.3%。 

URL:  http://www.nrel.gov/news/press/2017/41794  

（関連情報)  

      

Nature Energy 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Perovskite ink with wide processing window for scalable high-efficiency solar cells 

URL:  https://www.nature.com/articles/nenergy201738  

  

http://www.rmit.edu.au/news/all-news/2017/apr/bio-inspired-energy-storage--a-new-light-for-solar-power
http://www.rmit.edu.au/news/all-news/2017/apr/bio-inspired-energy-storage--a-new-light-for-solar-power
http://www.nature.com/articles/srep45585
http://www.nrel.gov/news/press/2017/41794
https://www.nature.com/articles/nenergy201738
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【新エネルギー分野(燃料電池・水素)】  

38-19 

フランス共和
国・アルストム

株式会社 

    2017/3/14 

アルストム社の水素列車"Coradia iLint"が 80km/h 走行試験に初めて成功 
(Alstom’s hydrogen train Coradia iLint first successful run at 80 km/h) 

・ アルストム株式会社による世界初のゼロエミッション燃料電池列車、"Coradia iLint"がドイツ・ニー
ダーザクセン州ザルツギッターの自社テストトラックでの試運転（80km/h)に成功。 
・ 2018 年初頭に計画されているドイツのブクステフーデ⇔ブレーマーフェルデ⇔ブレーマーハフェン⇔
クックスハーフェン間の路線での乗客を乗せた初めての試運転の前に、ドイツ及びチェコ共和国で包
括的な試験活動を実施予定。同列車の最高速度140km/hの試運転はチェコのヴェリム鉄道試験線に
て実施。 
・ Coradia iLint は、クリーンなエネルギー変換、蓄電池による臨機応変なエネルギー貯蔵、列車牽引
エネルギーと利用可能エネルギーのスマートな管理といった革新的要素を取り入れた低床燃料電池
列車。同社の主要なディーゼル列車である Coradia Lint をベースとし、Coradia iLint は特に非電化ネッ
トワークでの運転に最適。 
・ 試運転ではザルツギッターに建設した移動式水素供給ステーションから同列車に水素燃料を供
給。水素は産業プロセスからの副産物より生成。同社は長期的には風力エネルギーによる水素生産
を支援。 
・ 同列車の静的性能試験が完了。同列車の蓄電池、圧力タンクシステム及び今後の試験段階で使う
燃料電池の安全性は TÜV Süd (テュフズード: ドイツに本拠を置く第三者試験認証機関）が認定済み。 
・ ドイツ・交通デジタルインフラ省が同プロジェクトを支援。同社はニーダーザクセン州やノルトライン
＝ヴェストファーレン州等と燃料電池列車 60 本納入に関する基本合意書を締結済み。 

URL:  
http://www.alstom.com/press-centre/2017/03/alstoms-hydrogen-train-coradia-ilint-first-
successful-run-at-80-kmh/  

(関連情報）  

      

Coradia iLint に関する詳細 

URL:  https://www.partners.alstom.com/Assets/View/92a183b6-b12a-4561-b356-76a587d0de4e  

38-20 
 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
国立再生可
能ｴﾈﾙｷﾞｰ研
究所(NREL) 

    2017/4/12 

NREL がソーラー水素製造の世界記録を樹立 
(NREL Establishes World Record for Solar Hydrogen Production) 

・ NREL が光電気化学(PEC)水分解によるソーラー水素製造の最高効率を達成。太陽光による水素
への変換効率(STH)の新記録は、2015 年にヘルムホルツ・ベルリン研究所らの国際共同研究チーム
が発表した 14%を上回る、16.2%。 
 ・ヒ化ガリウム(GaAs)上にリン化ガリウムインジウム(GaInP2) を積層した初期のデバイスと異なり、
新型 PEC セルは、最終的に上部に来る層(GaInP2)の上に下部の層(ヒ化インジウムガリウム: InGaAs)
を成長させ、上下を反転した(倒置型)メタモルフィック多接合(IMM)デバイス。IMM の採用により従来型
セルの GaAs 層の部分が InGaAs に置き換えられたことで、デバイスの変換効率が大きく向上。 
・ さらに、デバイス上部に極薄のリン化アルミニウムインジウムの「窓層」と、その上に 2 層目の
GaInP2 薄膜を堆積。この追加された層は効率を低下させる表面の欠陥を除去し、腐食性の電解質溶
液から下部の重要な層を一定程度保護。 
・ NREL は PEC デバイスのさらなる変換効率向上に加え、耐用年数を長期化させる方法について探
求を進める。デバイスを外部電解槽に繋ぐという代替構成により耐久性は向上する見込み。しかし、
DOEの技術経済分析が示すところによると、水素製造低コスト化のポテンシャルが高いのは電解質浸
漬型のデバイス。 

URL:  http://www.nrel.gov/news/press/2017/41792  

（関連情報)  

      

Nature Energy 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Direct solar-to-hydrogen conversion via inverted metamorphic multi-junction semiconductor 
architectures 

URL:  https://www.nature.com/articles/nenergy201728  

  

http://www.alstom.com/press-centre/2017/03/alstoms-hydrogen-train-coradia-ilint-first-successful-run-at-80-kmh/
http://www.alstom.com/press-centre/2017/03/alstoms-hydrogen-train-coradia-ilint-first-successful-run-at-80-kmh/
https://www.partners.alstom.com/Assets/View/92a183b6-b12a-4561-b356-76a587d0de4e
http://www.nrel.gov/news/press/2017/41792
https://www.nature.com/articles/nenergy201728
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38-21 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
国立再生可
能ｴﾈﾙｷﾞｰ研
究所(NREL) 

    2017/4/13 

NREL の研究チームがソーラー燃料製造に過剰光子エネルギーを捕集 
(NREL Researchers Capture Excess Photon Energy to Produce Solar Fuels） 

・ NREL が、通常熱として失われる過剰光子エネルギーを捕集可能な光電気化学セルの原理実証機
を開発。量子ドット(QD)と多重励起子生成(MEG)プロセスにより、水素生成の外部量子効率の最大値
は 114%に上昇。現在の光電気化学的アプローチよりも高効率で低コストに水分解を行うセルが、太陽
光からの水素製造を大幅に促進する可能性。 
・ NREL は 2011 年に初めて、太陽電池に入射する光子の数よりも多くの電子を電流中に発生させる
こと(MEG)により、同電池が 100%を上回る量子効率を実現する方法を発表。今回、太陽電池内の電流
を増加させるのと同じプロセスが、化学反応、もしくは化学結合中に蓄えられるエネルギーの増加にも
適用可能であると実証。 
・ QDはMEGプロセスを強化。今回発表された論文では、QD内で起こる同プロセスから生じた複数電
子(電荷担体)が H2 分子の化学結合中に取り込まれ、保存されていると報告。 
・ 研究チームは硫化鉛(PbS)QD 光アノードを基盤としたセルを考案。この光アノードは二酸化チタン/
フッ素ドープ酸化スズ誘電スタック上に PbS QD 層を形成したもの。 

URL:  http://www.nrel.gov/news/press/2017/41793  

（関連情報)  

      

Nature Energy 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Multiple exciton generation for photoelectrochemical hydrogen evolution reactions with quantum 
yields exceeding 100% 

URL:  https://www.nature.com/articles/nenergy201752  

【政策等】  

38- 

22 

ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・カールス

ルーエ工科大
学(KIT) 

    2017/3/15 

需要家に応じたエネルギーシステムのモデル 
(Models for Customized Energy Systems) 

・ ヘルムホルツ協会が、KIT が主導し同協会の 6 機関が参加するエネルギーシステム統合プロジェク
トに、3 年間で 5 百万ユーロの資金提供を決定。エネルギー転換の実現に資する、需要家に応じた将
来のエネルギーシステムモデルの開発を目指す。参加機関はこれとは別に 5 百万ユーロの資金を調
達する予定。 
・ 信頼性、経済性、環境適合性の高いエネルギー供給を確保するには、エネルギーシステムのあら
ゆる構成要素と産業の組み合わせと統合をインテリジェントに行うことが不可欠。今回のプロジェクト
では、構成要素、産業プロセス、統合システムと、様々なレベルでの技術的、経済的、さらに環境との
相互作用のモデルを作成。 
・ プロジェクトは 3 つのワークパッケージを設定。ワークパッケージ 1: 持続可能で多モーダルなエネ
ルギーシステムにおける、IT インフラを用いたガス供給網、電力・熱ネットワークの連携とマテリアルフ
ローについて。2: 金属、セメント、石油化学といったエネルギー集約型の産業において、プロセスに柔
軟性を与えることの可能性。3: 主に再生可能な資源に依拠し、需要側の柔軟性が高い集中-分散型
インフラを備えると想定される、将来のエネルギー供給に係る市場及び規制の問題。 

URL:  http://www.kit.edu/kit/english/pi_2017_034_models-for-customized-energy-systems.php  
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