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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ミシガン大学 

    2017/6/15 

「魔法」の合金が次世代太陽電池開発を推進 
('Magic' alloy could spur next generation of solar cells)  

・ ミシガン大学は、近赤外線を捕らえることができる新しい半導体合金を開発。同合金は、従来の製
法より容易に作ることができ、コストも 25%以上減らせるので、近赤外線を捕らえられる素材として最も
費用対効果が高いとみなされ、集光型太陽光発電にてよく使用されるガリウムヒ素半導体とも好相
性。 
・ 集光型太陽光発電では、ガリウムヒ素やゲルマニウムの半導体から作製した、小さくて高性能な太
陽電池に太陽光を集約。従来のフラットパネルシリコン太陽電池が最高効率 20%半ばであるのに対
し、集光型太陽光発電では効率 50%以上に向かう勢い。 
・ 集光型太陽光発電は、3 つの異なる半導体合金を層に重ねて使用。各層は分子線エピタキシー法
で半導体基板に吹きつけて作製され、各々の厚みは数ミクロン。層毎に異なる太陽スペクトルを捕
獲。しかし、近赤外線は捕獲不可だったため、「4 層目」の合金は長らく研究対象であったが、費用対
効果が高く、安定性、耐久性、赤外線への感受性を有しつつ、他の 3 層と合う原子構造を持った合金
の作製は至極困難。 
・ ミシガン大学は、X 線回折やイオンビーム解析といった現場での測定法に、特製コンピュータモデリ
ングを加えた新しい方法で変数を記録。少し異なる種類のヒ素分子であればビスマスとより効果的に
組み合わさること、混合する窒素とビスマスの量を微調整すれば、従来の製法で追加された製造工程
を省けること、成分が滑らかに混合し基板にしっかり吸着するのに的確な温度等を発見。 
・ 同大学は続いて、ガリウムヒ素半導体における化学層の電気特性を微調整する「ドーピング」プロ
セスの簡易化に成功。ガリウムヒ素半導体の正極側ドーピング媒体として通常使用されるベリリウム
は有毒で、シリコンドーパントの 10倍コストがかかり、熱に敏感なので製造過程で柔軟に取り扱えない
等、問題有り。同大学は、ヒ素の量を従来の許容範囲より減らせばシリコンドーパントの極性は反転
が可能のことを発見。両極において、より安価で安全なシリコンドーパントの使用が可能に。 
・ 改善されたドーピングプロセスと新しい合金により、集光型太陽光発電に使用される半導体の製造
は 30%も安くなるなど、大規模電力発電に向けての高効率電池実用化へ大きく前進。 

URL:  
http://www.ns.umich.edu/new/releases/24903-magic-alloy-could-spur-next-generation-of-
solar-cells  

（関連情報)  

      

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

Bi-enhanced N incorporation in GaAsNBi alloys  

URL:  http://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.4984227  

（関連情報)  

      

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

Influence of surface reconstruction on dopant incorporation and transport properties of GaAs(Bi) 
alloys 

URL:  http://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.4971998  

 

《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・
ジョンズ・ホプ
キンズ大学 

    2017/6/28 

ジョンズ・ホプキンズ大科学者らが次世代技術フロンティアのための超強靭な金属を開発 
(Johns Hopkins Scientists Develop Super-strong Metal for Next Tech Frontier)  

・ ジョンズ・ホプキンズ大学が、微小電気機械システム(MEMS)の新材料を開発。 
・ 人間の毛髪サイズを下回る内部構造を有し、シリコンから製造される MEMSデバイスは平均的な温
度で作動するが、数百度程度の熱でも強度や電気信号送信能力を損失させる原因となり、シリコンは
脆く壊れやすい。 
・ MEMS技術の中心的役割を長らく担ってきたシリコンでは、特に IoT等の高温や物理的なストレスに
曝されるアプリケーションでは不十分。 
・ 同大学は、ジェットエンジン製造用のニッケルベース超合金を始めとする、高度な構造材料で利用
されるニッケル含有金属に着目。この金属にモリブデンとタングステンを加えることで、熱によるニッケ
ルの膨張を抑制。 
・ スパッタ蒸着により作製した同材料の 29 ミクロンの自立薄膜は、高強度鋼鉄の 3 倍の優れた引張
強度を提示。この強度は同合金の内部結晶構造の原子スケールでのパターニングによるもの。同薄
膜はまた、耐熱性と熱・機械的安定性に優れる。 
・ 今後は同薄膜で MEMS 構成要素を作製する予定。同材料に関する特許の仮出願済み。 

URL:  
http://releases.jhu.edu/2017/06/28/johns-hopkins-scientists-develop-super-strong-metal-f
or-next-tech-frontier/  

（関連情報)  

      

Science Advances 掲載論文(フルテキスト） 

Nanotwinned metal MEMS films with unprecedented strength and stability 

URL:  http://advances.sciencemag.org/content/3/6/e1700685.full  

43-3 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2017/6/28 

グラフェン製の透析膜を作製 
(Scientists produce dialysis membrane made from graphene) 

・ MIT が、グラフェンシートで機能的な透析膜を作製。従来の商用透析膜の比較的厚く目の詰まった
膜の孔ではターゲットの分子を分離する速度が緩慢。 
・ 同グラフェン膜は指の爪ほどの大きさで 1nmを下回る薄さ。nmサイズの分子を最先端透析膜の 10
倍の速さでろ過する（グラフェンのみでは 100 倍の速さ）。 
・ エレクトロニクスでのグラフェン利用が研究される一方で、特に研究室規模の分離プロセスや血液
透析での膜技術向上の可能性を実証。 
・ 同グラフェン膜は、銅フォイルに CVD法でグラフェンを成長させ、銅をエッチング除去してポリカーボ
ネートの基板にグラフェンを移したもの。基板はグラフェンを通過した分子を通せるサイズの孔を備
え、グラフェンの巻き上がりを防ぐ足場として機能。 
・ 同グラフェン膜を酸素プラズマに曝すことで、特定のサイズの分子のみ通過させる微細孔を作製。
このプロセスでは酸素ラジカルとグラフェンの炭素原子が迅速に反応して CO2 として飛び去り、炭素
原子のあった場所が孔として残る。グラフェンが酸素プラズマに曝される時間が長いほど孔のサイズ
と密度が増加し、約 45～60 秒の比較的短時間で極微小の孔を作製。 
・ 拡散室の中央に多岐にわたる孔サイズと孔分布の各グラフェン膜を配置し、0.66nm 幅の塩化カリ
ウム、1～1.5nm幅のビタミンB12、及び 4nm幅のリゾチームまで多様なサイズの分子が混合する溶液
でフィード側を、反対側には希薄された溶液を満たす試験にて、各グラフェン膜で拡散する分子の流
れを測定。極微小孔は塩化カリウムを通し、L-トリプトファン等の 0.2nm 幅の大きな分子は通さず、大
きな孔の膜は大きな分子を通した。 
・ また、商用の透析膜にて同様の試験を実施し、ターゲット分子を最高で 10倍速くろ過するグラフェン
膜の高度な「透過性」を確認。 
・ ポリカーボネート基板の孔は表面積の 10%のみを占めており、これがグラフェンと基板の両層を最
終的に通り抜ける分子量を制限しているが、最先端の透析膜を超える性能を提供。基板の孔数を増
加させることでグラフェン膜の全体的な性能を向上予定。また、現在 1 ㎠の膜寸法のスケールアップ
や、酸素プラズマプロセス調整にも取り組む。 

URL:  
http://news.mit.edu/2017/scientists-produce-dialysis-membrane-made-from-graphene-062
8  

（関連情報)  

      

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

Nanoporous Atomically Thin Graphene Membranes for Desalting and Dialysis Applications 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201700277/full  

  

http://releases.jhu.edu/2017/06/28/johns-hopkins-scientists-develop-super-strong-metal-for-next-tech-frontier/
http://releases.jhu.edu/2017/06/28/johns-hopkins-scientists-develop-super-strong-metal-for-next-tech-frontier/
http://advances.sciencemag.org/content/3/6/e1700685.full
http://news.mit.edu/2017/scientists-produce-dialysis-membrane-made-from-graphene-0628
http://news.mit.edu/2017/scientists-produce-dialysis-membrane-made-from-graphene-0628
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201700277/full
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
デューク大学 

    2017/6/14 

プリンテッドセンサーがリアルタイムでタイヤの消耗をモニタリング 
(Printed sensors monitor tire wear in real time） 

・ デューク大学は、タイヤのトレッドを即時モニタリングし、タイヤが擦り減り危険な状態になると警告
してくれる、安価なプリンテッドセンサーを Fetch Automotive Design Group と共同で開発。 
・ プリンテッドセンサーは、金属製カーボンナノチューブを用いて作製され、トレッドの変化をミリメート
ルスケール、精度 99％で追跡。2 件の特許出願中で、実用化に向けて産業連携を準備中。 
・ 同センサーのコアに導電性の電極 2 つを至近に設置し、振動電圧を一方の電極に印加し、他方を
接地させて、電極間に電界を生成。電極間をまっすぐ流れる電界の他、弧を描くフリンジング電界も発
生するので、電極の上に物質（タイヤ）を置いて、フリンジング電界に干渉する状態を設定。接地され
た電極の電気的応答を通して同干渉状況を測定すると、センサーを覆う物質の厚さを測ることが可能
に。 
・ 数ある材料の中から、フレキシブルポリイミドフィルムに、耐久性も十分に備えた金属カーボンナノ
チューブ製の電極をプリントしたものが最適と判明。 
・ 同センサーはエアロゾルジェットプリンターを使えば大抵の物質にプリント可能であり、例えばタイヤ
内部への直接プリントも可能。プリントの最終形態は未定だが、大量生産が可能になれば、製品 1 つ
につき 1 ペニー以下の原価になるとの予想。 
・ 研究チームは他に、ブレーキパッドの厚みやタイヤ内の空気圧等の記録にプリンテッドセンサーを
使うことも検討。車以外の他分野に対しても、本技術の適用が可能との見込み。 

URL:  http://pratt.duke.edu/about/news/tread-sensor  

（関連情報)  

      

IEEE Sensors Journal 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Noninvasive Material Thickness Detection by Aerosol Jet Printed Sensors Enhanced Through Metallic 
Carbon Nanotube Ink 

URL:  http://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7936474/  

43-5 
 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
カリフォルニ
ア大学サンデ
ィエゴ校
(UCSD) 

    2017/6/30 

「ニアゼロ電力」の温度センサーがウェアラブルでスマートなホームデバイスを省エネ化 
(‘Near-zero-power’ Temperature Sensor Could Make Wearables, Smart Home Devices Less 
Power-hungry) 

・ UCSD が、113pW の超低電力で作動する温度センサーを開発。これは最先端温度センサーの消費
電力の 1/628。 
・ 「ニアゼロ電力」の温度センサーは、身体温度をモニタリングするウェアラブルや埋込みデバイスや
IoT デバイスでの電池寿命の延長や、身体や周囲の環境等の低電力源からエネルギーを捕獲する新
種のデバイス開発を可能にする。 
・ 同技術では、電流源と温度からデジタル表示の変換の 2領域における消費電力を最小限化。「ゲー
トリーク」トランジスタと呼ばれる超低電力の電流源を構築。マイクロプロセッサ等のシステムで問題と
なるゲートリーク電流を有効活用し、微量の電子の流れで回路に電力を供給する。 
・ また、この電流源を使用してより省電力に温度をデジタルに変換する方法も開発。高出力のアナロ
グ-デジタルコンバーターで電圧を温度に変換する従来のプロセスに代わり、同変換システムは省電
力で温度を直接デジタル化する。 
・ 同システムは、温度に関係なく固定時間内にキャパシタを充電する電流源と、温度に相関した速度
で充電（低温度で低速・高温度で高速）する電流源の、2 種類の超低電力電流源から構成。 
・ 温度の変化に伴い、温度相関電流源が固定電流源と同一の時間内に充電するよう同システムが
順応。内蔵のデジタルフィードバックループが温度相関電流源を異なるサイズのキャパシタ（実際の温
度に正比例したサイズ）にリコネクトさせることで充電時間を同一にする。 
・ 例えば、温度が下がった場合、温度相関電流源では充電速度が遅くなるが、フィードバックループ
がより小型のキャパシタ（特定のデジタル表示を指示する）に切り替えてそれを補足。 
・ 同温度センサーは 0.15Ｘ0.15 ㎟の微細チップに集積され、－20℃から 40℃の温度範囲で作動。同
センサーの反応時間は秒毎に一度の温度更新で、既存の温度センサーに比して若干遅いものの、急
激な温度変化のない環境で使用するデバイスには充分と考える。 
・ 今後は同温度センサーの精度向上と商用デバイスへの統合に向けた設計の最適化を目指す。 

URL:  
http://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/near_zero_power_temperature_sensor_could_make_we
arables_smart_home_devices  

（関連情報)  

      

Scientific Reports 掲載論文(フルテキスト） 

Near-Zero-Power Temperature Sensing via Tunneling Currents Through Complementary 
Metal-Oxide-Semiconductor Transistors 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41598-017-04705-6  

  

http://pratt.duke.edu/about/news/tread-sensor
http://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7936474/
http://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/near_zero_power_temperature_sensor_could_make_wearables_smart_home_devices
http://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/near_zero_power_temperature_sensor_could_make_wearables_smart_home_devices
https://www.nature.com/articles/s41598-017-04705-6
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ワシントン大
学(UW) 

    2017/7/5 

環境から電力を得る電池の要らない携帯電話 
(First battery-free cellphone makes calls by harvesting ambient power)  

・ UW が、環境中の電波信号や光から数μW の電力を捕獲して作動する電池が不要の携帯電話を開
発。 
・ 音声を伝達するアナログ信号を電話が理解できるデジタルデータに変換するプロセスはエネルギー
を多量消費するため、環境のエネルギー源で作動する電話の設計は不可能だった。 
・同新型携帯電話では、電話のマイクやスピーカーの微小な振動を活用。これらの部品に接続したア
ンテナがこの振動を携帯電話基地局が発信する標準的なアナログ電波信号の変化に転換。発話の
送信では、電話のマイクの振動を利用して電波信号の発話パターンをエンコードし、発話の受信で
は、エンコードした電波信号を電話のスピーカーが拾える音の振動に変換する。 
・ 市販部品を使ってプリント回路基板上に作製したプロトタイプでは、ユーザーがボタンを押して「送
信」と「受信」モードを切り替え、基本的な電話機能を実証。Skype による送受信と通話の保留もでき
た。  
・ 研究チームは電波信号を送信・受信するカスタム基地局も設計したが、このような基地局は将来的
にセルラーネットワークインフラや Wi-Fi ルーターに統合される可能性があると考える。 
・ 同プロトタイプの最大許容損失は 3.5mWで、31フィート（約 9.5m)離れた基地局からの電波信号から
得た電力で作動。小型太陽電池(米粒サイズ）で捕獲した光の利用では、50 フィート(約 15m)離れた基
地局と通信できた。 
・ 今後は同携帯電話の作動範囲の拡大と通話の暗号化に加え、同携帯電話によるビデオストリーミ
ングや低電力の E-inkスクリーンを使ったビジュアルディスプレー機能の追加を予定。 

URL:  
http://www.washington.edu/news/2017/07/05/first-battery-free-cell-phone-makes-calls-b
y-harvesting-ambient-power/  

（関連情報)  

      

Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies 掲載論文(アブ
ストラクトのみ：全文は有料） 

Battery-Free Cellphone 

URL:  http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=3120957.3090090  

43-7 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2017/7/5 

新しい 3D チップがコンピューティングとデータ記憶を融合 
(New 3-D chip combines computing and data storage) 

・ MIT が、自動運転技術等の進展に伴って増大する大量データのプロセス能力を備えた、カーボンナ
ノチューブ(CNT)回路と抵抗変化メモリ(RRAM)の革新的な 3D アーキテクチャ新型チップを開発。 
・ 現在のコンピュータでは演算とデータ記憶を担うチップが異なり、それらの間をデータが移動する速
度が制限され深刻な通信の「障壁」に。また、チップの微細化が進む中、スペースが制限される課題
も。さらに、下部デバイスのシリコン製トランジスタではこれまでのような進展が見込めない。 
・ 同新型チップは、百万個超のRRAMセルと 2百万個超のCNT電界効果トランジスタを集積した最も
複合的なナノエレクトロニックシステム。 RRAM と CNT を垂直に構築した高密度の新 3D コンピュータ
・アーキテクチャで、交互に配置したロジックとメモリ間を繋ぐ超高密度のワイヤが通信の障壁の課題
を解決。 
・ 製造に 1,000℃超の極高温が必要な従来のシリコンベース技術と異なり、CNT 回路と RRAM メモリ
は 200℃以下で、下部回路に影響を及ぼすことなく製造できる。CNT製回路はシリコン回路に比してエ
ネルギー効率が一桁優れ、RRAM は DRAMに比してより高密度、高速でエネルギー高効率。 
・ さらに、ロジックとメモリの高密度で微細な 3D アーキテクチャがチップ間のデータ移動の障壁を克
服。同チップは膨大な量のデータ記憶とオンチップデータ処理を行い、大量のデータを有用な情報に
変換する。 
・ 同チップ技術の実証には、CNT のセンサーとしての機能を活用し、チップ最上部に配置した百万個
超の CNT センサーで雰囲気ガスを検出・識別。センシング、データ記憶、データ処理が層に重なる同
チップでは、各センサーが同時に計測してメモリに直接書込み、多大な処理能力を実現。 
・ 同チップ技術はまた、製造と設計において既存のシリコンベース技術インフラに適合。ムーアの法
則の継続的な進展への重要な一歩となる。 
・ 同チップ技術を支えるナノテクノロジーの向上と新 3D コンピュータ・アーキテクチャの探求を継続す
る予定。次にはマサチューセッツ州の半導体企業、Analog Devices 社と協力し、同一チップでセンシン
グとデータ処理を実行する能力を活用した同システムの新版開発を目指す。 

URL:  http://news.mit.edu/2017/new-3-d-chip-combines-computing-and-data-storage-0705  

（関連情報)  

      

Nature 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Three-dimensional integration of nanotechnologies for computing and data storage on a single chip 

URL:  https://www.nature.com/nature/journal/v547/n7661/full/nature22994.html  

  

http://www.washington.edu/news/2017/07/05/first-battery-free-cell-phone-makes-calls-by-harvesting-ambient-power/
http://www.washington.edu/news/2017/07/05/first-battery-free-cell-phone-makes-calls-by-harvesting-ambient-power/
http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=3120957.3090090
http://news.mit.edu/2017/new-3-d-chip-combines-computing-and-data-storage-0705
https://www.nature.com/nature/journal/v547/n7661/full/nature22994.html
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【ロボット・AI技術分野】  

43-8 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
国防総省国
防高等研究
計画局

(DARPA) 

    2017/6/28 

ヒトの支援や GPS なしで道を見つける賢いクワッドコプター                                                                                                                                         
(Smart Quadcopters Find their Way without Human Help or GPS) 

・ DARPAのFast Lightweight Autonomy(FLA)プログラムは、「目」の代わりとなるカメラとセンサーを搭
載し、自律航行するためのアルゴリズムを使用した小型無人クワッドコプターを開発。現行の低コスト
の小型無人航空機(UAV)は、操縦者による遠隔操作や GPS への依存度が高いが、屋内、地下、障害
物の多い場所のように GPS が使用不能な環境下で、遠隔操作や外部とのデータリンクなしに、自律
的に高速（20m/秒）での飛行が可能。 
・ クワッドコプターに搭載されたコンピューターに、飛行開始前に目標物のデジタル写真、推定される
方向と距離、飛行地域の基本的な地図、衛星画像をインストール。離陸後は、障害物を避け、必要に
応じて代替経路を見つけながら、目的地まで自律航行。同機が何をすべきか迷った時は、しばらくホ
バリングさせ、出発点に戻るようプログラミング。所定ルートからの逸脱や、高速での不規則な飛行に
対しては、インストールされた緊急 RF リンクで対応。 
・ 同プログラムでは、限られた重量での安価な慣性測定装置、入手容易なクワッドコプターといった要
件の中で、低電力で、小型のシングルボードコンピューターで高速かつリアルタイムに作動する新しい
アルゴリズムの作成に挑戦。 
・ 様々なシナリオでテスト飛行を行った結果、完全な自律航行の実現にはまだかなりの改良が必要
であるとの認識。しかしながら、近い将来、一部用途で、既存のGPS依存型の UAVを補うために使用
することが可能であるとの考え。例えば、UAVが建物の中に入るまでは既存 GPSを使用し、屋内では
FLAアルゴリズムが引き継いで飛行させることは可能。 

URL:  http://www.darpa.mil/news-events/2017-06-28  

【環境・省資源分野】  

43-9 

フィンランド・
フィンランド技
術研究センタ
ー(VTT) 

    2017/6/9 

フィンランドの実証プラントが大気中の CO2 を捕獲して再生可能燃料を生産 
(Finnish demo plant produces renewable fuel from carbon dioxide captured from the air) 

・ フィンランド技術研究センター(VTT)とラッペーンランタ大学(LUT)が共同開発した、CO2 から炭化水
素を生成する Soletair パイロットプラントの実証プロジェクトが開始(期間：2017 年 5 月～9 月)。同プラ
ントはラッペーンランタ市の LUTの太陽光発電プラントに連結する。 
・ 同プロジェクトの目標は、プロセス全体の技術的性能の実証と200リットルの燃料・炭化水素等の生
成。太陽光発電から炭化水素生成までを一か所で網羅する全プロセスチェーンの同実証プラントは他
に類を見ないもの。 
・ この実証プラントは、太陽光発電プラント、空気を CO2 と水に分離する機器、電気分解で水素を生
成する区画、そして CO2 と水素から原油代替を生成する合成機器の 4 種類のユニットから構成され
る、分散型の小規模生産に向けた設計。ユニットの追加により生産容量を増加できる。 
・ 同実証プロジェクト終了後には、多数の EU プロジェクトにおいて合成ユニットの利用を計画。国際
企業と共同研究を実施するためのプラットフォームを提供する。 
・ 同実証プロジェクトで収集した情報は同技術の商業化に有用であり、炭素循環経済や余剰電力よ
り利益を得る企業や化学産業にとって新しいビジネスチャンスとなる。 
・ VTT と LUT は同合成ユニットに百万ユーロを投資。同実証研究への資金提供元は、フィンランド技
術庁(Tekes)を始め、ABB、ENE Solar Systems、Green Energy Finland 等多数の企業。 

URL:  
http://www.vttresearch.com/media/news/finnish-demo-plant-produces-renewable-fuel-fro
m-carbon-dioxide-captured-from-the-air  

（関連情報)  

      

Soletair ウェブサイト 

URL:  http://soletair.fi/  

  

http://www.darpa.mil/news-events/2017-06-28
http://www.vttresearch.com/media/news/finnish-demo-plant-produces-renewable-fuel-from-carbon-dioxide-captured-from-the-air
http://www.vttresearch.com/media/news/finnish-demo-plant-produces-renewable-fuel-from-carbon-dioxide-captured-from-the-air
http://soletair.fi/
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43-10 

英国・バース
大学 

    2017/6/12 

糖と CO2 からプラスチックを作る 
(Scientists make plastic from sugar and carbon dioxide)                  

・ バース大学は、低圧力・室温の状態で、CO2 を使用し、糖からポリカーボネートを作製する安全で
持続可能な代替手段を開発。 
・ 糖から作製されるポリカーボネートは、ビスフェノール A（BPA）から作製される従来物より持続可能
ではあるが、製造過程で有毒なホスゲンを使用。バース大学の製造方法であれば CO2 を使用するの
で更に安全で持続可能に。 
・ 同方法で作製されるポリカーボネートは、石油化学製品由来のものと強度や透明性、傷のつきにく
さなど物理的に似た性質を持つが、土壌中バクテリアの酵素によりCO2と糖に分解できる点が決定的
な違い。 
・ このBPAフリーの新しいポリカーボネートは、哺乳瓶や食品容器に使用可能。生体適合性を有する
ため、医療用インプラントや組織・臓器移植用の足場材料としての使用も可能。低価格が実現可能
で、生物分解可能でもあるので、化石燃料由来ポリマーの再生可能代替物となることを関係者は期
待。 
・ 同大学研究チームは、リボースやマンノースといった糖類の使用も検討中である他、DNA に含まれ
るチミジンを使用して新規ポリカーボネートプラスチックを作製するなど、自然界から着想を得て研究
を推進中。 

URL:  
http://www.bath.ac.uk/research/news/2017/06/12/scientists-make-plastic-from-sugar-and
-carbon-dioxide  

（関連情報)  

      

Polymer Chemistry 掲載論文（フルテキスト） 

Polymers from sugars and CO2: ring-opening polymerisation and copolymerisation of cyclic 
carbonates derived from 2-deoxy-D-ribose  

URL:  http://pubs.rsc.org/-/content/articlehtml/2017/py/c7py00236j  

（関連情報)  

      

Polymer Chemistry 掲載論文（フルテキスト） 

CO2-Driven stereochemical inversion of sugars to create thymidine-based polycarbonates by 
ring-opening polymerisation 

URL:  http://pubs.rsc.org/-/content/articlehtml/2017/py/c7py00118e  

（関連情報)  

      

Macromolecules 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Polymers from Sugars and CO2: Synthesis and Polymerization of a d-Mannose-Based Cyclic 
Carbonate 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.macromol.6b01492  

43-11 
 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
スタンフォード

大学 

    2017/6/16 

スタンフォード大学の発見がエタノールの持続可能源の可能性を拓く 
(Stanford discovery could lead to sustainable source of the fuel additive ethanol) 

・ スタンフォード大学が、銅触媒を利用して CO2 からエタノールの生成が可能であることを報告。 
・ 米国でほとんどの車輌が 90%のガソリンにトウモロコシ等を原料とした穀物のエタノールを 10%混合
した燃料を使用するが、生産に数百万エーカーの農地を要する年間 140 億ガロンのエタノールを消
費。 
・ 同大学が発見したエタノール生成方法は、水、CO2、そして銅触媒を介して供給される電気を利用。
銅は室温下でエタノールを作れる数少ない触媒の一つであるが、同時にメタンや CO等を含む他の 15
種類もの化合物も生成し、これらの化合物の分離に高コストなプロセスと大量のエネルギーが必要に
なる。 
・ 副生成物をほとんど作らずに CO2 を選択的にエタノールやプロパノール等の高価値の化学物質や
燃料に転換するような銅触媒の設計が望まれるが、このような触媒の働きを正確に理解する必要が
ある。 
・ 同大学は表面の原子配列がそれぞれ異なる単結晶の銅(100)、銅(111)、銅(751)をサンプルとして
選び、それらの小平面による電極触媒性能への影響を調査。 
・ 過去の研究で 1 ㎟の単結晶銅電極を作製しているが、今回、シリコンとサファイヤの大面積ウェハ
ー上に単結晶様の銅を成長させる新方法により、それぞれの単結晶銅の面積 6 ㎠の薄膜を作製。こ
れは標準的な単結晶の 600 倍の大きさ。 
・ 電極触媒性能の比較のため、これらの 3 種の大型電極を水中に配置して CO2 ガスに曝し、電流を
流した結果、特定の電圧にて銅(751)が最も選択的にエタノールやプロパノール等の液体化学物質を
生成することを確認。 
・ 今後も再生可能電力や太陽光の直接利用で CO2 を高価値な化学物質に転換する革新的な触媒
開発を目指し、同方法をニッケルや他金属にも応用して表面の化学的なメカニズムの理解を試みる。 

URL:  http://news.stanford.edu/2017/06/16/discovery-susta  

（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） 

Engineering Cu surfaces for the electrocatalytic conversion of CO2: Controlling selectivity toward 
oxygenates and hydrocarbons  

URL:  http://www.pnas.org/content/114/23/5918  

http://www.bath.ac.uk/research/news/2017/06/12/scientists-make-plastic-from-sugar-and-carbon-dioxide
http://www.bath.ac.uk/research/news/2017/06/12/scientists-make-plastic-from-sugar-and-carbon-dioxide
http://pubs.rsc.org/-/content/articlehtml/2017/py/c7py00236j
http://pubs.rsc.org/-/content/articlehtml/2017/py/c7py00118e
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.macromol.6b01492
http://news.stanford.edu/2017/06/16/discovery-susta
http://www.pnas.org/content/114/23/5918
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43-12 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ライス大学 

    2017/6/19 

太陽エネルギーのみの利用で塩水から真水を得る 
(Freshwater from salt water using only solar energy） 

・  ライス大学を拠点とする複数機関から成るエンジニアリングリサーチセンター、Center for 
Nanotechnology Enabled Water Treatment (NEWT)が、膜蒸留技術とナノフォトニクスを統合した、エネ
ルギー源に太陽光のみを使用する淡水化システム（ nanophotonics-enabled solar membrane 
distillation: NESMD)を開発。 
・ 現在、150 ヵ国で 18,000基超の淡水化プラントが作動しているが、太陽光を直接利用する NEWTの
NESMD 技術は清潔な飲料水へのアクセスが閉ざされている約 10 億人とってゲームチェンジャーとな
る可能性あり。 
・ 旧来の淡水化技術は複雑なインフラを必要とし、エネルギー使用量が運転コストの半分超を占め
る。新興技術である膜淡水化技術でも、膜両面の温度差が生じさせる継続的な熱損失によりエネル
ギーコストが多大。 
・ NEWT では、太陽光を 80%捕獲して蒸気を発生する低コストのナノ粒子を多孔質の膜に加えること
で、膜自体を水の加熱で膜蒸留を促進する片面発熱体に転換。 
・ 郵便切手 3 枚分程度のサイズで数 mm 薄の概念実証用 NESMD チャンバーでは、多孔質ポリマー
に注入したカーボンブラック粒子から成る上部層に太陽光が照射すると、同ナノ粒子が膜全面を加
熱。0.5mm 薄の塩水の層がカーボンブラックナノ粒子層の上部を流れ、冷えた真水がその下部を流れ
る。 
・ 真水生産率は太陽光の集光によって大幅に向上。レンズを使用して太陽光を 25 倍に集光すると、
強度が 17.5kW/㎡向上し、真水生産率は約 6 リットル/㎡/h に増加。 
・ NEWT では 70cm×25cm のパネルから構成される大規模システムも構築。ユーザーの日常的な水
需要によってパネルを注文できるモジュラーシステムの開発を見込む。 

URL:  http://news.rice.edu/2017/06/19/freshwater-from-salt-water-using-only-solar-energy-2/  

（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） 

Nanophotonics-enabled solar membrane distillation for off-grid water purification 

URL:  http://www.pnas.org/content/early/2017/06/14/1701835114  

【バイオテクノロジー分野】   

43-13 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ラトガース大

学 

    2017/6/12 

ラボオンチップで健康状態、病原菌や汚染物質をモニタリング 
(Lab on a chip could monitor health, germs and pollutants) 

・ ラトガース大学がラボオンチップとして知られるバイオセンサー技術を開発。 
・ 健康状態や有害なバクテリア・汚染物質への暴露をモニタリングする携帯型やウェアラブルなデバ
イスでの利用が可能。Apple Watchや Fitibit等に統合できる USBフラッシュドライブサイズのプラットフ
ォームで、個別化医療・健康モニタリングの観点から重要な技術。 
・ 健康状態や疾病の指標となるタンパク質やDNA分子等のバイオマーカーに関する近年の研究によ
り、人間の疾患の原因となる分子機構の複雑な性質が明らかにされており、的確な診断と様々な健康
状態の厳正な管理には多数のバイオマーカーを同時に分析する必要がある。現在のバイオマーカー
検出・測定の最先端技術は大型のオプティカル機器で着用や携帯に不向き。 
・ 同技術では電気的にバーコードをつけた微粒子を使用。この微粒子の電気的な検出により、ウェア
ラブルデバイスとして不可欠な超小型機器が可能に。電気のみによる微粒子のバーコーディング技術
を初めて実現。 
・ 同技術ではバイオマーカーの特定において 95%超の精度を達成。今後の微調整により 100%の精度
を目指す。疾病の原因となるウィルス等の微生物の携帯型検出器も開発する。 
・ 浴室や玄関のドアノブの微生物サンプルの分析、インフルエンザ等のウィルス検出や外食時に大
腸菌やサルモネラ菌の検出が可能な小型ツールは約 2年以内に、健康状態のモニタリング・診断ツー
ルは約 5 年以内に上市可能と考える。 

URL:  
http://news.rutgers.edu/research-news/lab-chip-could-monitor-health-germs-and-pollutant
s/20170612#.WV34-7mCjVI  

（関連情報)  

      

Lab on a Chip 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Top-down fabrication meets bottom-up synthesis for nanoelectronic barcoding of microparticles  

URL:  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/lc/c7lc00035a#!divAbstract  

  

http://news.rice.edu/2017/06/19/freshwater-from-salt-water-using-only-solar-energy-2/
http://www.pnas.org/content/early/2017/06/14/1701835114
http://news.rutgers.edu/research-news/lab-chip-could-monitor-health-germs-and-pollutants/20170612#.WV34-7mCjVI
http://news.rutgers.edu/research-news/lab-chip-could-monitor-health-germs-and-pollutants/20170612#.WV34-7mCjVI
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/lc/c7lc00035a#!divAbstract
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【蓄電池・ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ分野】  

43-14 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
スタンフォード

大学 

    2017/6/14 

スタンフォード大学の研究が EVのワイヤレス充電の主要な障害を克服 
(Wireless charging of moving electric vehicles overcomes major hurdle in new Stanford research) 

・ スタンフォード大学が、移動する近くの物体へのワイヤレス送電方法を開発。 
・ EV や携帯電話等のパーソナルデバイスへのワイヤレス充電技術の進展や、製造業でのロボットの
テザーの排除や移動充電等の可能性が拓く。 
・ 同方法は、MIT が 2007 年に開発した、数フィート先の静止した物体にワイヤレスで送電する技術に
基づくもの。 
・ 今回は移動中の LED 電球へのワイヤレス送電を実証したが、送電電力は僅か 1mW。一方、EV で
は数十 kW規模の電力が必要なため、システムの改善を進めて送電量、距離、効率の向上を図る。走
行中に充電できるシステムが実現すれば、EVの充電完了にかかる時間の問題が解決できる。 
・ 同大学を始め多くの大学では、磁界共鳴に基づいた中規模のワイヤレス送電技術を研究。同技術
では、ワイヤ間を移動する電力が振動磁界を作り、この磁界が近接するワイヤコイルの電子を振動さ
せてワイヤレスで送電する。同一の磁気共鳴周波数で両コイルを調節すること、また両コイルを適確
な角度に配置することにより送電効率が向上する。 
・ しかし、移動中の物体への送電を維持するには、送電コイルと受電コイルが静止状態にあるか、デ
バイスを継続的に自動調節する必要がある。 
・ 同大学は、トランスミッターの RF 波源を排除し、市販の電圧増幅器とフィードバックレジスタで置き
換えることでこの課題を解決。これにより、人間の干渉なく、変化する距離に対応する周波数を送電シ
ステムが自動的に設定。 
・ LED 電球を受電コイルに配置した同送電システムの実証では、距離の変化に伴って光が弱まる従
来システムと異なり、電源から約 91cm 離れても一定の輝度を維持。 
・ 同大学は先般、同技術について特許を出願。今回使用した電圧増幅器は汎用タイプで効率が 10%
と低いが、特注器では 90%超に。 

URL:  http://news.stanford.edu/2017/06/14/big-advance-wireless-charging-moving-electric-cars/  

（関連情報)  

      

Nature 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Robust wireless power transfer using a nonlinear parity–time-symmetric circuit 

URL:  https://www.nature.com/nature/journal/v546/n7658/full/nature22404.html  

43-15 

英国・ウォーリ
ック大学 

    2017/6/14 

EVに貯蔵したクリーンエネルギーでビルに電力供給 
(Clean energy stored in electric vehicles to power buildings) 

・ ウォーリック大学ウォーリック・マニファクチャリング・グループ（WMG）は、vehicle-to-grid（V2G）技術
を用いて、駐車中の EV 電池から電池自体を害することなく十分な量のエネルギーをグリッドに戻し、
建物へ電力供給することに成功。EV電池の寿命を約 10％改善。 
・ 同グループは、数種の EV向け商用最先端リチウムイオン電池を 2 年間分析し、最も正確な劣化モ
デルを作製。温度等、様々な劣化要因の下に、電池の容量、電力のフェードにかかる時間を予測。同
モデルから「スマートグリッド」アルゴリズムを開発し、日常の運転に必要なエネルギー量や、電池を害
さず、電池寿命を改善しながら、どれだけのエネルギーを電池から取り出せるかを算出。 
・ 同アルゴリズムを使用して、広くて人出の多い WMG 研究施設と大学構内の EV を対象に、EV から
建物への電力供給の可否を検証。電池の劣化に関しては、1 年以上にわたり、容量のフェードについ
ては最大 9.1%、電力のフェードについては最大 12.1%、縮小。 
・ V2G 技術を用いて EV から電力を取り出すとリチウムイオン電池は早く劣化すると考えられてきた
が、同グループによると、電池の劣化は複合的に起こるものであり、V2G技術で電池を取り巻く条件を
最適化して劣化を防ぐことは可能。駐車中の EV からグリッドに電力供給すれば、電池はより長くより
良好な状態に保たれるとの見解。 

URL:  http://www2.warwick.ac.uk/newsandevents/pressreleases/clean_energy_stored  

（関連情報)  

      

Energy 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

On the possibility of extending the lifetime of lithium-ion batteries through optimal V2G facilitated by 
an integrated vehicle and smart-grid system 

URL:  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544217306825  

  

http://news.stanford.edu/2017/06/14/big-advance-wireless-charging-moving-electric-cars/
https://www.nature.com/nature/journal/v546/n7658/full/nature22404.html
http://www2.warwick.ac.uk/newsandevents/pressreleases/clean_energy_stored
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544217306825
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43-16 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
カリフォルニ
ア大学サンデ
ィエゴ校
(UCSD) 

    2017/6/15 

液化ガス製電解質が極低温度下で作動する蓄電池を実現 
(Electrolytes made from liquefied gas enable batteries to run at ultra-low temperatures) 

・ UCSD が、リチウムイオン蓄電池と電気化学キャパシタの低温度での作動を可能にし、エネルギー
密度と安全性を向上させる電解質を液化ガスから作製。 
・ 同電解質は、室温下での優れた性能を維持しながらリチウムイオン蓄電池を-60℃で（従来のリチ
ウムイオン蓄電池は-20℃で作動停止）、電気化学キャパシタを-80℃（現在は-40℃が限度）で作動。 
・ 寒冷地での EVの走行距離の懸念を軽減し、高層の大気を飛行する WiFi ドローンや気象観測用気
球等でも使用可能。リチウムイオン蓄電池の電解質には液化したフルオロメタンガス、電気キャパシタ
には液化したジフルオロメタンガスを使用。 
・ 次世代エネルギー貯蔵デバイスの性能向上の鍵となる電解質の研究開発の焦点は、液体ベース
から固体ベースに移行中。同大学はこの傾向に対向し、ARPA-E の支援によるガスベース電解質の
開発に初めて取り組む。 
・ 液体電解質が凍結する低温度でもイオンの高移動度を生じさせるガスの低粘度に着目。これが極
寒環境でも蓄電池やキャパシタの高導電性を保持。 
・ 同電解質は高温度で塩の溶解能力を失うため、蓄電池が導電性を無くして作動を停止。そのため
室温を大幅に上回る温度では自己加熱せず、蓄電池の熱暴走の問題を緩和して安全性が向上。 
・ また、このような自動的な停止メカニズムは可逆的で、過熱による作動停止後、熱が冷めると作動
を開始する。さらに、事故で蓄電池が破損・短絡した際、電解質ガスはセルから排出され、導電性を失
うため熱暴走反応を回避する。 
・ 同電解質はまた、リチウム金属アノードの利用を可能にする。リチウムは従来のアノードに比してよ
り多く電荷を貯蔵し軽量なため、最良のアノード材料。しかし、液体電解質ではリチウム金属と電解質
の化学反応により充放電サイクル数を制限。また、リチウムがデンドライトを形成し短絡の原因に。 
・ 同電解質が電極上に形成する皮膜は極めて均一でデンドライトフリーの表面で、97%超の高いクー
ロン効率と優れた導電性を実現。また、リチウム金属カソードと標準的なカソード材料の両方で高性能
を示し、蓄電池のエネルギー密度を大幅に向上させる可能性が期待。 
・ 今後は蓄電池とキャパシタのエネルギー密度とサイクル性の向上と-100℃での作動の実現を目指
す。 

URL:  http://jacobsschool.ucsd.edu/news/news_releases/release.sfe?id=2235  

（関連情報)  

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Liquefied gas electrolytes for electrochemical energy storage devices 

URL:  http://science.sciencemag.org/content/early/2017/06/14/science.aal4263  

43-17 
 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
パデュー大学 

    2017/6/21 

カリウムイオン蓄電池の新コンセプトを確立 
(Research collaboration brings new concepts for potassium-ion batteries) 

・ パデュー大学はオークリッジ国立研究所(ORNL)と台湾・国立成功大学と共同で、リチウムを代替す
るカリウムをベースとした金属イオン蓄電池開発における進展を 3 件の論文で発表。 
・ リチウムの持続可能性と高コストの懸念を背景に、安価で豊富なナトリウムやカリウムを利用した
金属イオン蓄電池が電力系統での大規模電力貯蔵利用に期待される。カリウムはリチウムの 8 倍の
賦存量でコストは 1/10。 
・ 研究チームはまず、カリウムイオン蓄電池のアノード材料としてカーボンナノファイバー利用の実証
を報告。電界紡糸プロセスで作製したポリマーファイバーを炭化した同アノードでは、イオンの移動距
離が短いため充電速度が向上し、僅か 6分間の充電後の容量が110mAh/g。これはリチウムイオン蓄
電池の 10 時間の充電後容量の 1/3。 
・ また、ナノファイバーのネットワークがカリウム粒子を保持するためバインダが不要となり、蓄電池を
軽量化。さらに、電極表面への酸素分子の付着により酸性電解質による腐食を低減し、また窒素分子
の付着により導電性を向上する。 
・ 次に、セラミックのプレート様構造をもつ導電性の MXene(炭窒化チタン）から構成される電極の性
能について初めて報告。カリウム原子直径はリチウムよりも大きいため、イオンのインターカレートが
困難だが、同材料の形態と構造の調整でカリウムによる効率的な充放電を実現。 
・ また、カリウムイオン蓄電池ではアノードの集電体にアルミニウムを使用できるため、蓄電池のコス
ト低減に貢献。 
・ 最後に、廃タイヤから回収した炭素をカリウムイオン蓄電池のアノードに利用する研究について報
告。熱分解後の化学処理で得られた硬質炭素では、炭素の層のランダムな配列がカリウムイオンの
インターカレーションを促進。環境・健康への深刻な影響の懸念から、廃タイヤのゴムの回収は極めて
重要。 

URL:  
http://www.purdue.edu/newsroom/releases/2017/Q2/research-collaboration-brings-new-co
ncepts-for-potassium-ion-batteries.html  

（関連情報)  

      

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

Binder-Free N- and O-Rich Carbon Nanofiber Anodes for Long Cycle Life K-Ion Batteries 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsami.7b02476  

  

http://jacobsschool.ucsd.edu/news/news_releases/release.sfe?id=2235
http://science.sciencemag.org/content/early/2017/06/14/science.aal4263
http://www.purdue.edu/newsroom/releases/2017/Q2/research-collaboration-brings-new-concepts-for-potassium-ion-batteries.html
http://www.purdue.edu/newsroom/releases/2017/Q2/research-collaboration-brings-new-concepts-for-potassium-ion-batteries.html
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsami.7b02476
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（関連情報)  

      

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

Electrochemical performance of MXenes as K-ion battery anodes  

URL:  http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2017/CC/C7CC02026K#!divAbstract  

（関連情報)  

      

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

Sustainable Potassium-Ion Battery Anodes Derived from Waste-Tire Rubber 

URL:  http://jes.ecsdl.org/content/164/6/A1234  

【新エネルギー分野（太陽光発電）】  

43-18 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
プリンストン大

学 

    2017/6/30 

自己給電システムがスマートウィンドウをさらにスマートに 
(Self-powered system makes smart windows smarter) 

・ プリンストン大学が、近紫外線(near-UV)光を選択的に吸収する新型の太陽電池で自己給電するス
マートウィンドウシステムを開発。 
・同新型太陽電池は透明で、使用する太陽光スペクトル領域での競合や設計・外観的な制約無く、窓
と同等の設置面積を占有。従来のシリコン製太陽電池は黒色で全可視光と一部の赤外熱を吸収する
ため、このようなアプリケーションには不向き。 
・ 同太陽電池では、有機半導体の回旋状ヘキサベンゾコロネン(cHBC)誘導体を使用し、OLED 製造
と同様な方法でガラスの上に同半導体分子を薄膜に積層して作製。同材料の化学構造は近紫外線
のような狭域の波長を吸収するよう修飾可能。 
・ スマートウィンドウには透明度を制御するエレクトロクロミックポリマーを使用。上記の太陽電池によ
る発電のみで作動。近紫外線により太陽電池で発生する電荷が同エレクトロクロミックウィンドウの反
応を引き起こし、窓を透明から暗青色に変化させる。暗青色では 80%超の遮光が可能。 
・ 他で開発される透明太陽電池では熱を持つ赤外線のエネルギーを発電に使用するため、スマート
ウィンドウによる屋内外の熱の流れの制御機能に整合しない。今回開発の太陽電池では赤外線使用
の太陽電池ほどの発電力を持たないが、赤外線の透過を妨害せず、スマートウィンドウのタスクを支
援する。 
・ 同大学では、同スマートウィンドウシステムを利用した窓に貼り付けるフレキシブルなフィルムの開
発を目指す。アプリで入射光を制御することでエネルギー効率やプライバシーを即座に向上させる。 
・ 同大学は Andluca Technologies 社を立ち上げ、同システムの他のアプリケーションを探求中。同太
陽電池は IoTセンサー等の低電力消費型製品に電力を供給できる。 

URL:  
https://www.princeton.edu/news/2017/06/30/self-powered-system-makes-smart-windows
-smarter  

（関連情報)  

      

Nature Energy 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Pairing of near-ultraviolet solar cells with electrochromic windows for smart management of the solar 
spectrum 

URL:  https://www.nature.com/articles/nenergy2017104  

【新エネルギー分野（バイオマス）】   

43-19 
 

ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・ルール大
学ボーフム

(RUB) 

    2017/6/19 

従来型ディーゼルエンジンで使えるバイオ燃料を生成 
(Researchers produce biofuel for conventional diesel engines)  

・ RUB、独・カイザースラウテルン工科大学及び独・ロストック大学が共同で、標準的なエンジンで使
用できるバイオディーゼル(BDF)の低温度下での生成方法を開発。 
・ EU 指令ではディーゼル燃料に混合する BDF の割合を 2020 年までに現在の 7%から 10%への引き
あげを設定。欧州の BDFは主にレイプシードオイルから生産。 
・ このような BDF は長鎖の炭化水素化合物の脂肪酸メチルエステルから構成され、鉱油由来の燃料
とは異なる特性を有する。BDFは沸点が高く、部分的にのみ蒸発してエンジンコンポーネントに堆積物
を形成。そのため、BDF使用に適合した燃料噴射装置やパイプ等の個別の設計が必要。 
・ 今回開発した BDF処理方法では、2種の触媒法により、エネルギーをほとんと使用せず、植物由来
の脂肪酸エステル等の混合物を燃料に転換。希薄することなく従来のディーゼルエンジンで燃焼でき
る。 
・ また、同処理方法では溶媒不要で廃棄物を排出せず、同処理により得られる燃料は欧州の品質規
格(EN590)に準拠。予行試験ではこの新ディーゼル燃料による車輌走行を実証。 

URL:  
http://news.rub.de/english/press-releases/2017-06-19-innovative-technique-researchers-p
roduce-biofuel-conventional-diesel-engines  

（関連情報)  

      

Science Advances 掲載論文(フルテキスト） 

Biofuel by isomerizing metathesis of rapeseed oil esters with (bio)ethylene for use in contemporary 
diesel engines 

URL:  http://advances.sciencemag.org/content/3/6/e1602624.full  

http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2017/CC/C7CC02026K#!divAbstract
http://jes.ecsdl.org/content/164/6/A1234
https://www.princeton.edu/news/2017/06/30/self-powered-system-makes-smart-windows-smarter
https://www.princeton.edu/news/2017/06/30/self-powered-system-makes-smart-windows-smarter
https://www.nature.com/articles/nenergy2017104
http://news.rub.de/english/press-releases/2017-06-19-innovative-technique-researchers-produce-biofuel-conventional-diesel-engines
http://news.rub.de/english/press-releases/2017-06-19-innovative-technique-researchers-produce-biofuel-conventional-diesel-engines
http://advances.sciencemag.org/content/3/6/e1602624.full
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【新エネルギー分野（燃料電池・水素）】   

43-20 

オランダ・デル
フト工科大学

(TU Delft) 

    2017/6/28 

効率的で安定した安価な光電極が太陽エネルギーによる水電解を向上 
(Cheap, efficient and stable photoelectrode could improve water splitting with solar energy) 

・ TU Delft とオランダ・原子分子国立研究所(AMOLF)が共同で、光吸収材にシリコンを利用した効率
的、安価で安定した光電極による光電気化学(PEC)水電解システムを開発。 
・ 研究チームはシリコン半導体を用いた同光電極を安定させるため、絶縁層を新たに設計し、白金
(Pt)とニッケル(Ni)の 2 種の金属を利用して光起電力を増大させて高効率な水電解を実現。 
・ 水電解での効率性が確立済みの MIS(金属-絶縁体-半導体）構造を採用。同構造では効率性と長
期的な安定性の両立が主要な課題であり、光電極の保護方法の発見が重要。 
・ Ni は MIS 光電陽極に要する機能性を提供する有用な金属だが、光を吸収して電極性能を制限して
しまうため、極薄(2nm)の必要あり。しかし、この薄さの Ni 層では腐食性が極めて高い pH14 の電解質
で下層の光電極を完全に保護できない。 
・ そこで、金属-絶縁体と絶縁体-半導体の接触界面に酸化アルミニウム(Al2O3)層を配置し、また Pt
と Ni の 2 種の金属を取り入れることでこの課題を解決。 
・簡素で効果的な MIS 光電陽極のこのような保護方法により、強力な塩基性溶液中で継続的に高い
光電流を示す 200 時間超の作動を確認。この手法は既存の PV 技術に統合可能で、今後のアプリケ
ーションでの利用が期待できる。 
・ 自動的な水電解の実現には、光電陽極に加え、より広いバンドギャップの光電極の直列配置での
組み合わせが有効。これにより太陽光による水電解の高効率な PEC デバイス設計の簡素化が図れ
る。 

URL:  
https://www.tudelft.nl/en/2017/tu-delft/cheap-efficient-and-stable-photoelectrode-could-i
mprove-water-splitting-with-solar-energy/  

（関連情報)  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Interfacial engineering of metal-insulator-semiconductor junctions for efficient and stable 
photoelectrochemical water oxidation 

URL:  https://www.nature.com/articles/ncomms15968  

【新エネルギー分野（地熱発電）】  

43-21 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
国立再生可
能ｴﾈﾙｷﾞｰ研
究所(NREL) 

    2017/7/14 

NRELが東テキサスの発電プラントにおける深部地熱の直接利用を調査 
(NREL to Study Geothermal Deep Direct-Use in East Texas Power Plants) 

・ DOEが 6件の深部地熱直接利用(Deep Direct-Use)研究プロジェクトに対し、400万ドルの資金提供
を発表。NREL は、東テキサスの天然ガス火力発電プラントにおける、サビーン隆起帯からの地熱資
源利用の採算性と排出量削減ポテンシャルを評価する、フィージビリティスタディを実施する予定。深
部地熱直接利用技術は、比較的小規模な建物の暖房に使用される従来型地熱ヒートポンプと、大規
模な地熱発電システムとのギャップを埋めるもの。 
・ ガスタービンの圧縮部に引き込む空気の予冷(タービン吸気冷却)はプラントの動力と効率を向上さ
せるが、同時に発電した電力を一部消費。これに代えて吸収冷却システムの駆動に地熱を利用する
ことも可能で、そうした場合、地域の発電プラントのコスト及び排出量が低減する可能性も。 
・ NREL は地域の地熱資源の評価と吸収冷却システムのモデル化を行い、このプロセスの採算性を
検証。本プロジェクトでは、地熱発電システムを別途設けずに既存の発電プラントの性能向上を図る
方向で、同地域の低温地中熱源の利用法を探求。 

URL:  
https://www.nrel.gov/news/program/2017/nrel-geothermal-deep-direct-use-east-texas.htm
l  

（関連情報)  

      

プロジェクトの概要 

Energy Department Announces up to $4 Million for Geothermal Deep Direct-Use Feasibility Studies 

URL:  
https://energy.gov/eere/articles/energy-department-announces-4-million-geothermal-deep
-direct-use-feasibility-studies  

  

https://www.tudelft.nl/en/2017/tu-delft/cheap-efficient-and-stable-photoelectrode-could-improve-water-splitting-with-solar-energy/
https://www.tudelft.nl/en/2017/tu-delft/cheap-efficient-and-stable-photoelectrode-could-improve-water-splitting-with-solar-energy/
https://www.nature.com/articles/ncomms15968
https://www.nrel.gov/news/program/2017/nrel-geothermal-deep-direct-use-east-texas.html
https://www.nrel.gov/news/program/2017/nrel-geothermal-deep-direct-use-east-texas.html
https://energy.gov/eere/articles/energy-department-announces-4-million-geothermal-deep-direct-use-feasibility-studies
https://energy.gov/eere/articles/energy-department-announces-4-million-geothermal-deep-direct-use-feasibility-studies
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【新エネルギー分野（海洋エネルギー）】   

43-22 

英国・
Innovate UK 

    2017/7/6 

ORE カタパルトがノバ・イノベーションの 2,000 万ユーロ相当欧州潮汐エネルギープロジェクトに参入 
(ORE Catapult joins Nova Innovation in flagship €20million European tidal energy project) 

・ オフショア再生エネルギー（ORE）カタパルトは、スコットランドのシェトランド諸島沖ブルーモール海
峡における、ノバ・イノベーションの潮汐発電所を利用した潮汐エネルギープロジェクト The Enabling 
Future Arrays in Tidal（EnFAIT）に参入。 
・ 2017 年 7 月から 2022 年 6 月まで実施される同プロジェクトは、EU の Horizon 2020 の海洋エネル
ギー源の開発と欧州海域での技術の実証を行う競争契約を受賞。EU および海洋エネルギーにおけ
る主力的戦略構想を担い、目標は潮汐エネルギー商用化の実行可能性促進。配列をタービン 6 基ま
で拡張し、最良な実践的メンテナンス体制が当該配列の信頼性や可用性を高めうることを実証し、潮
汐エネルギーサイトとしては初めて、配列相互作用や最適化を検証できるよう、タービンの配置も調整
する予定。 
・ 同プロジェクト費用総額は、Horizon 2020 からの 1,490 万ユーロを加え、2,020 万ユーロ。 
・ 関係者は、同プロジェクトが、潮汐エネルギー技術において世界を主導する欧州の立場を更に確固
たるものにし、欧州における新しい工業生産セクターと供給プロセスの開拓に寄与し、潮汐エネルギ
ーの発展および新興エネルギーの経費削減を促進することを期待。 

URL:  
https://ore.catapult.org.uk/press-release/ore-catapult-joins-nova-innovation-flagship-e20-
million-european-tidal-energy-project/  

（関連情報)  

      

Nova Innovation Ltd.ウェブサイト シェトランド諸島プロジェクト概要 

URL:  https://www.novainnovation.com/tidal-array  

 

 

おことわり 
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https://ore.catapult.org.uk/press-release/ore-catapult-joins-nova-innovation-flagship-e20-million-european-tidal-energy-project/
https://ore.catapult.org.uk/press-release/ore-catapult-joins-nova-innovation-flagship-e20-million-european-tidal-energy-project/
https://www.novainnovation.com/tidal-array

