
1 

 

 

 

 

                                        

 

 

技術戦略研究センター 

 Technology Strategy Center (TSC)  

 

 

 

 

 
 

番号 国・機関 
 

分野・タイトル・概要 
                                                                公開日 

【ナノテクノロジー・材料分野】  

44-1 

英国・ケンブリ
ッジ大学 

    2017/7/10 

人工スパイダーシルクのグリーンな作製方法を開発 
(Green method developed for making artificial spider silk)  

・ ケンブリッジ大学が、ほぼ全体が水分で構成される超伸縮性の強靭な繊維を開発。バンジーコード
のように大量のエネルギーを吸収し、持続可能、無毒性、室温下で作製でき、テキスタイルやセンサ
－等での利用が可能。 
・ スパイダーシルクは自然界で最も強靭な材料の一つであり、その特性を模倣した材料開発が試み
られている。 
・ 98%が水分のハイドロゲルと、ククルビツリルとして知られる樽型の分子のネットワークで保持される
シリカとセルロース 2%から構成される同繊維は、直径が 1mの数百万分の 1の極微細の長い繊条とし
てハイドロゲルから引き抜かれ、30 秒後に水分が蒸発して完成する。 
・ 同繊維は最も強靭とされるスパイダーシルクほどの強度をもたないが、他の合成・自然のシルクと
同様に 100～150MPa の圧力を耐久。室温下で自己組成し、製造プロセスは省エネルギー。同繊維
は、非共有結合性の力を利用する、超分子のホスト-ゲストケミストリーにより構成。 
・ 優れた強度に加え、同繊維は大量のエネルギーを吸収できる高い緩衝能力を有し、自然のシルク
のそれを超える例もあり。 
・ 今後は撚り糸や編組み繊維の作製を含み、同繊維の化学構造をさらに探求予定。 

URL:  
http://www.cam.ac.uk/research/news/green-method-developed-for-making-artificial-spid
er-silk  

（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） 

Bioinspired supramolecular fibers drawn from a multiphase self-assembled hydrogel 

URL:  http://www.pnas.org/content/early/2017/07/05/1705380114  

  

 

《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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英国・国立物
理学研究所

(NPL) 

    2017/7/11 

2D 材料の新しい製造方法がよりスマートなデバイス実現を可能に 
(New production method for 2D materials could lead to smarter devices) 

・ NPLのNational Graphene Metrology Centre (NGMC)が世界に先駆けて開発した非破壊的品質管理
方法により、Oxford Instruments社による2D材料の二硫化モリブデン(MoS2)のウェハースケール製造
技術の商業化が可能に。 
・ 従来のシリコン材料の代替として 2D 材料のグラフェンの詳細な研究が進む中、次世代エレクトロニ
クス・オプトエレクトロニクスデバイスの実現を可能にする電気・光学特性を備えた 2D材料としてMoS2
が注目される。 
・ 材料中の欠陥は MoS2ベースの電子デバイス性能に多大に影響するため、材料を損なわない検査
と欠陥数の定量化は、同材料の大規模製造、デバイス生産や材料機能化にとって極めて重要。 
・ Oxford Instruments 社は、MoS2 の商業生産に向けたスケーラブルな製造方法の探求において最
適な品質管理技術の必要性を認識。そこで NPLの NGMC によるラマン分光法を利用した MoS2 特性
測定の研究をフレームワークとして、CVD 法で作製した MoS2 の欠陥をラマン分光法で定量化する独
自の品質管理方法を開発。 同手法はグラフェンに広く利用されるが、非破壊的な方法によるMoS2の
品質検査を今回初めて確立。 
・ 材料品質の測定が可能になることで材料成長プロセスの最適化が図れ、高品質で低欠陥密度の
MoS2 フィルム製造を実現。材料構造への破壊的影響無く、MoS2 の品質測定が可能に。 
・ MoS2 は、従来エレクトロニクスの微細化に加え、センサー等のアプリケーションを可能にする追加
的な機能をチップに提供。また、光起電や発光等のオプティカルアプリケーションも見込める。 

URL:  
http://www.npl.co.uk/news/new-production-method-for-2d-materials-could-lead-to-smar
ter-devices  

（関連情報)  

      

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

A Raman metrology approach to quality control of 2D MoS2 film fabrication 

URL:  http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6463/aa6786/meta  
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ミシガン大学 

    2017/7/19 

ナノ粒子が高性能 LED や透明マントの実現を促進 
(Nanoparticles could spur better LEDs, invisibility cloaks)  

・ ミシガン大学が、半導体の表面と裏面に金属ナノ粒子を成長させる安価な新プロセスを開発。最終
製品の半導体使用量と価格の低減に加え、LED 効率 50%の向上等にも期待。 
・ 同プロセスは、LED照明に使用される窒化ガリウム(GaN)に加え、太陽電池等の他の半導体製品の
効率も向上させる。既存の半導体製造プロセスへの導入が容易で、金属ナノ粒子が作る 3D構造が幅
広い可能性を拓く。 
・ LED 効率向上のためにナノ粒子を添加する従来の試みは大規模製造での実用性に欠ける上、銀
や白金等の高価な貴金属を使用。また、ナノ粒子のサイズや間隔に高精度が求められるため追加的
で高コストな製造ステップも必要に。さらに、コスト効果的に半導体両面にナノ粒子を取り入れる方法
がこれまでなかった。 
・ 新技術は、半導体製造に利用される分子線エピタキシー(MBE)プロセスに容易に導入できるイオン
ビーム照射法。 
・ MBEプロセスでウェハーに成長させた金属をイオンビームの照射で半導体の表面へと押し出して金
属ナノ粒子を形成し、白金等と同様の機能を提供する。イオンビームの照射角度と強度を変えること
でナノ粒子のサイズと間隔を正確に制御し、各層への複数回の照射でナノ粒子が全体に散在した半
導体を作製。ナノ粒子のサイズと間隔、埋め込みの深さを綿密に調整して発光が高まるスポットを探
る。 
・ スプレーすることで表面に元素の平滑な層を作る半導体製造において、ナノ粒子の形成は失敗と
見做されるが、このような「失敗」はまさに製造業者が LED への導入を試みてきたナノ粒子と同様のも
の。 
・ ナノ粒子分布を正確に制御できる同技術ではまた、物体を部分的に不可視化する「負の屈折」の誘
発・制御の実現が可能と考える。 
・ 現在、LED の特定材料へのイオンビームプロセスの適用を試みており、より高効率なデバイスの 5
年以内の商業化と、透明マントや他のアプリケーションの将来的な実現可能性を期待。 

URL:  
http://www.ns.umich.edu/new/releases/24969-nanoparticles-could-spur-better-leds-invis
ibility-cloaks  

(関連情報）  

      

Journal of Applied Physics 掲載論文(フルテキスト） 

Formation of embedded plasmonic Ga nanoparticle arrays and their influence on GaAs 
photoluminescence 

URL:  http://aip.scitation.org/doi/full/10.1063/1.4990946  

  

http://www.npl.co.uk/news/new-production-method-for-2d-materials-could-lead-to-smarter-devices
http://www.npl.co.uk/news/new-production-method-for-2d-materials-could-lead-to-smarter-devices
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6463/aa6786/meta
http://www.ns.umich.edu/new/releases/24969-nanoparticles-could-spur-better-leds-invisibility-cloaks
http://www.ns.umich.edu/new/releases/24969-nanoparticles-could-spur-better-leds-invisibility-cloaks
http://aip.scitation.org/doi/full/10.1063/1.4990946
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ｱﾒﾘｶ合衆国･
ペンシルベニ
ア州立大学 

    2017/7/31 

ポリマーとナノシートを組合せたエネルギー貯蔵の解決法 
(Energy storage solution combines polymers and nanosheets) 

・ ペンシルベニア州立大学が、フレキシブルな電子デバイス、EV や航空宇宙アプリケーションでエネ
ルギーを貯蔵するポリマーベースの超極薄材料を開発。 
・ 同材料は、現在商業利用されるポリマーに比してより高い温度で作動し、既に産業で利用されてい
る技術で作製できる。 
・ 同研究はキャパシタ用高温度誘電体に関する一連の研究活動の一環として実施。以前の研究で
2D 材料の窒化ホウ素(h-BN)のナノシートとポリマー誘電体の複合材を開発したが、経済的なスケー
ルアップが課題として残っていた。 
・ 同大学は、CVD 法で h-BN の多層ナノ結晶フィルムを作り、これをポリエーテルイミド(PEI)フィルム
の両面に転移する技術を開発。これらのフィルムを圧力で 3 層のサンドイッチ構造に結合。化学的な
結合でなく圧力のみで、高スループットのロール・ツー・ロールプロセスでの製造に耐える強度の自立
フィルムを作製した。 
・ h-BN は高い機械的強度を有し、その広いバンドギャップが高温度での誘電破壊（ポリマーキャパシ
タの機能停止の原因）からPEIフィルムを保護する優れた絶縁体として機能。現在商業利用されるポリ
マーでは 176℉超で効率性を失うが、h-BN をコーティングした PEI では 392℉超でも高効率で作動し、
55,000 充放電サイクル超でも安定性を維持。 
・ 理論的には商業的に高価値の高性能ポリマーはすべて h-BN ナノシートでコーティングすることが
可能であり、同技術の将来的な商業化が期待。2D 結晶材料では結晶構造の欠陥が製造に影響する
が、広いバンドギャップを有する h-BN のような材料はそのような微細構造特性にかかわらず、優れた
働きを提供。 
・ 同研究は、柔軟なポリマー材料と硬質の 2D 結晶性材料を組合せて機能的な誘電体デバイスを作
製する初の確たる試み。第一原理計算により、PEI/h-BN 構造と電流を供給する金属電極のインター
フェース間の電子障壁は、標準的な金属電極-誘電ポリマーのそれに比して大幅に高く、電極からフィ
ルムへの電子注入を困難にすることを確認した。 

URL:  
http://news.psu.edu/story/475980/2017/07/31/research/energy-storage-solution-combin
es-polymers-and-nanosheets  

(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 Polymers Sandwiched with Chemical Vapor Deposited Hexagonal Boron Nitrides as 
Scalable High-Temperature Dielectric Materials 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201701864/full  
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ミシガン大学 

    2017/8/2 

熱伝導性プラスチックがエレクトロニクスや車輌の軽量化を可能に 
(Heat-conducting plastic could lead to lighter electronics, cars)  

・ ミシガン大学が、分子構造を変換して熱の拡散に優れたプラスチックを作製する安価でスケーラブ
ルな製造技術を開発。 
・ 同技術は多種のプラスチックへの適用が見込め、先行試験では、金属やセラミクスに比して低いも
のの、同技術で処理していないポリマーの 6 倍(ガラスと同等)の熱伝導性を確認。 
・ 金属やセラミクスの代替として軽量なプラスチックの利用が進むが、熱伝導性に乏しく、効率的な熱
拡散が不可欠な LED やコンピュータ等のアプリケーションでの利用が不可能。同大学は、従来にない
方法でプラスチックに熱工学を応用してこれを覆す試みを実施。 
・ プラスチックに金属やセラミクスのフィラーを添加する以前のアプローチでは、大量に必要なフィラー
の高コストとプラスチック特性の望ましくない変化が課題。 
・ プラスチックの分子構造そのものを変える今回開発の方法では、通常では絡まり合って効率的な熱
伝導を妨げる分子の長鎖を広げて真直に伸ばすことで、材料中を通る熱エネルギーの最短経路を獲
得。 
・ 一般的なポリマーを水に溶解し、電解質を添加して pH を上昇させアルカリ性に変換。これによりポ
リマー鎖のモノマーは負電荷を帯びて反発し合い、長鎖の堅いコイル状態を解放。このポリマー溶液
を一般的な産業プロセスのスピンキャスティングでプレート上にスプレーして固体のプラスチックフィル
ムに再構築する。 
・ コイル状態が解れた分子の鎖が熱伝導を容易にすることに加え、同プロセスがポリマー鎖を硬直さ
せてより密な充填を促進し、熱伝導をさらに向上させる副次的な便益をもたらすことを確認。 
・ 熱伝導性のさらなる向上を目指し、同技術を他の熱拡散方法と組み合わせた複合材の作製を検討
する一方、他種のポリマーへの同技術の適用も試みる。数年後の商業製品実現を見込む。 

URL:  
http://ns.umich.edu/new/releases/24994-heat-conducting-plastic-could-lead-to-lighter-e
lectronics-cars  

（関連情報)  

      

Science Advances 掲載論文(フルテキスト） 

High thermal conductivity in electrostatically engineered amorphous polymers 

URL:  http://advances.sciencemag.org/content/3/7/e1700342.full  

  

http://news.psu.edu/story/475980/2017/07/31/research/energy-storage-solution-combines-polymers-and-nanosheets
http://news.psu.edu/story/475980/2017/07/31/research/energy-storage-solution-combines-polymers-and-nanosheets
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201701864/full
http://ns.umich.edu/new/releases/24994-heat-conducting-plastic-could-lead-to-lighter-electronics-cars
http://ns.umich.edu/new/releases/24994-heat-conducting-plastic-could-lead-to-lighter-electronics-cars
http://advances.sciencemag.org/content/3/7/e1700342.full
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ノースウェスタ

ン大学 

    2017/8/4 

設計とナノ製造の並行作業で製造速度を向上 
(Simultaneous Design and Nanomanufacturing Speeds Up Fabrication) 

・ ノースウェスタン大学が、数学的な処理と機械学習を利用して太陽電池の光マネジメントに最適な
材料を設計すると同時に、新しいナノ製造技術でそのナノ構造表面を製造する方法を開発。 
・ 従来方法の膨大なリソースを使用した試行錯誤による煩雑な設計・製造を、迅速で高度かつスケー
ラブルなプロセスに一本化。ナノフォトニックデバイスのプロトタイプ作製の費用対効果を向上。 
・ 研究チームはフレキシブルな薄膜太陽電池で光を吸収するナノフォトニック材料に注目。この原理
は色素を使用しない衣類の呈色や撥水表面の作製にも適用可能。 
・ 太陽電池で理想的とされるナノ構造表面は、パターンを有しながらもランダムに見える準ランダム構
造。太陽光スペクトルでより広範囲の光を吸収する最適な表面パターンの特定のために数千もの幾
何学的変数を同時に最適化する必要があり、困難で時間がかかる。 
・ このような、日数・コストをかけて僅かな面積しか作製できないナノリソグラフィーに代わり、研究チ
ームは新ナノ製造技術であるリンクル・リソグラフィーにより準ランダム構造を作製。同技術では、シワ
状のパターンを様々な材料に迅速に転移してほぼ無制限の数の準ランダム構造の作製が可能。基板
に歪みを加えることでシワ状パターンを形成する、ナノ表面構造のスケーラブルで簡便な製造方法。 
・ 従来アプローチと異なり、複雑な形状を 3つのパラメータのみで計算的に表現。このデジタル設計を
反復サーチループで使用し、目的とする材料の最適なナノリンクルを特定する。 
・ 研究チームは、シリコンウェハーに 3D フォトニックナノ構造を作製(太陽電池として利用できる）する
設計と製造を同時に実施する方法を実証。製造した材料では 800～1,200nmの波長(現在の太陽電池
では低効率の範囲）で、他の設計に比して 160%多く光を吸収した。 
・ 今後は、他のフォトニクスアプリケーションに向け、同技術をポリマー、金属や酸化物等の他材料に
適用する予定。 

URL:  
http://www.mccormick.northwestern.edu/news/articles/2017/08/simultaneous-design-and
-nanomanufacturing-speeds-up-fabrication.html  

（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） 

Concurrent design of quasi-random photonic nanostructures 

URL:  http://www.pnas.org/content/early/2017/07/26/1704711114  
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欧州連合
（EU） 

CORDIS 

    2017/8/16 

データ保存のための新しいナノポーラス材料の磁気特性が注目されている                                                                                                                             
(Magnetic properties of new nanoporous material for data storage, attracts attention) 

・ EUが資金を提供するSPIN-PORICSプロジェクトは、データのより効率的な保存と転送を目的とした
ナノコンポジットプロトタイプを作製。  
・ 磁化によって情報を記憶する電子デバイスは、一般的に局在磁場やスピン偏極電流を利用した磁
気スイッチングに依拠。いずれも比較的高い電流を必要とし、材料の加熱によって起こる熱放散が著
しいエネルギー損失を起こす。動作しているときの材料の保磁力を低下させれば、磁気スイッチング
に必要な磁場と電流が削減でき、エネルギー効率の向上が可能。 
・ 本プロジェクトでは、銅とニッケル合金（CuNi）をベースにした初のナノポーラス磁気メモリのプロトタ
イプを作製。CuNi 膜を誘電体材料で充填し、液体電解質を用いて印加し、室温で磁気特性を調整。 
・ ナノポーラス材料の内部では、ナノ細孔が作る広い表面積が、非常に狭い空間に集中することか
ら、バッテリに印加。データの記録に必要な磁区の再配向のエネルギーの大幅な削減が可能で、磁気
保磁力の 35％の低減に成功。 
・ 本ナノコンポジット材料は主に電気アシスト磁気記録、磁気ランダムアクセスメモリの電圧駆動スイ
ッチング、スピン電界効果トランジスタへの応用に期待。計算では、データ処理システムの電圧を電流
に置き換えると、エネルギーコストが 1/500 に削減でき、大きな経済的影響を与える可能性有り。同材
料をコンピュータやモバイル機器のメモリに実装すれば、コンピュータの省エネやモバイル機器の自律
性の大幅な向上の可能性があると考える。 

URL:  http://cordis.europa.eu/news/rcn/128539_en.html  

（関連情報)  

      

Advanced Functional Materials 掲載論文（フルテキスト） 

Voltage-Induced Coercivity Reduction in Nanoporous Alloy Films: A Boost toward Energy-Efficient 
Magnetic Actuation 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.201701904/full  

  

http://www.mccormick.northwestern.edu/news/articles/2017/08/simultaneous-design-and-nanomanufacturing-speeds-up-fabrication.html
http://www.mccormick.northwestern.edu/news/articles/2017/08/simultaneous-design-and-nanomanufacturing-speeds-up-fabrication.html
http://www.pnas.org/content/early/2017/07/26/1704711114
http://cordis.europa.eu/news/rcn/128539_en.html
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.201701904/full
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【電子・情報通信分野】  

44-8 

大韓民国・
KAIST(旧・韓
国科学技術

院) 

    2017/6/14 

KAIST が顔認証システム「K-Eye」を発表 
(Face Recognition System “K-Eye” Presented by KAIST) 

・ KAIST は半導体チップの CNNP（Convolutional Neural Network Processor）を作製し、この CNNPに
よって超低電力で AI アルゴリズムを作動させる顔認証システム「K-Eye」を開発（UX Factory Co.との
共同開発）。 
・ K-Eyeにはウェアラブルタイプとドングルタイプがあり、ウェアラブルタイプは Bluetoothでつなげると
スマートフォンで使用でき、内蔵電池で24時間以上作動。K-Eyeを手持ちのスマートフォン等につなげ
て首からぶら下げれば、スマートデバイス経由でデータベースにアクセスし、（すれ違う）人々に関する
情報の照合が可能。ドングルタイプの装置 K-EyeQ をつけたスマートフォンは、認定ユーザーが画面
を見ると同人を認識し作動。同人の顔が写真か実物かも識別できるので、写真でごまかすことは不
可。 
・ K-Eyeシリーズには、顔を検出、認識してから、1mW以下の低消費電力で「常時接続（Always-on）」
状態を保てる機能があるが、これにかかる主要技術は「常時接続」顔検出機能を搭載したイメージセ
ンサーと CNNP顔認証チップ。 
・ 「常時接続」イメージセンサーは、カメラが届く範囲に顔があるか否かを決定。フレームをキャプチャ
し、顔が存在する時のみ作動するよう装置を設定し、待機時消費電力を大幅に削減。同センサーで
は、消費電力を削減するため、アナログとデジタルの処理を融合。アナログプロセッサと CMOS イメー
ジセンサー配列が顔を含みそうなエリアと背景を区別し、デジタルプロセッサが選択区域内のみで顔
を検出。 
・ CNNPでは、電気回路、アーキテクチャ、アルゴリズムにおいて CNNを最適化することで、極めて低
い消費電力を達成。CNNP のオンチップメモリは、データを水平にも垂直にも読めるように特別設計さ
れており、並列接続された 1,024 の乗算器と加算器という莫大な計算能力を有し、外部メモリやオンチ
ップ通信網にアクセスしなくても、一時的な結果を双方に直接伝達することが可能。 
・ CNNアルゴリズムの 2次元フィルターの畳み込み計算は、1次元フィルターの 2つの逐次計算に似
せてあることで、より速いスピードとより低い消費電力を実現。 
・ これらの新技術により、CNNP は精度 97%を達成しつつも GPU の 1/5000 の電力しか消費せず、顔
認証においては消費電力 0.62mWで作動し、もっと電力を使えばGPUより高いパフォーマンスも可能。 
・ 共同開発チームは K-Eye シリーズの年内商品化に向けて準備中。 

URL:  
http://www.kaist.ac.kr/_prog/_board/?code=ed_news&mode=V&no=65402&upr_ntt_no=65402
&site_dvs_cd=en&menu_dvs_cd=0601  

44-9 

欧州・グラフェ
ンフラッグシッ

プ 

    2017/7/5 

グラフェンの電子スピンを利用した室温作動の電界効果トランジスタを開発 
(Spinning Around: Producing a Room Temperature Field-Effect Transistor Using Graphene’s Electron 
Spin) 

・ スウェーデン・シャルマース工科大学を拠点とするグラフェン・フラッグシップの研究者らが、グラフェ
ンと二硫化モリブデン(MoS2)を組合せ、室温下で作動するスピン電界効果トランジスタを開発。スピン
トロニクスロジックとメモリを一つのデバイスユニットに集積する方法の探求における一歩。 
・ グラフェンは室温下でのスピン輸送に優れる材料だが、スピン流の制御が課題。研究チームは今
回、グラフェンのスピン特性の室温下での電気的な制御が可能であることを実証。 
・ スピンの継続時間がそれぞれ数ナノ秒間のグラフェンと数ピコ秒の MoS2 を組合せることで、ゲート
電圧でスピン輸送を制御するスピンスイッチとして機能する。 
・ 次の段階では実効利得とトランジスタ動作の向上のための最適化を目指す。 

URL:  https://graphene-flagship.eu/field-effect-transistor-using-graphenes-electron-spin  

（関連情報)  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Electrical gate control of spin current in van der Waals heterostructures at room temperature 

URL:  https://www.nature.com/articles/ncomms16093  

  

http://www.kaist.ac.kr/_prog/_board/?code=ed_news&mode=V&no=65402&upr_ntt_no=65402&site_dvs_cd=en&menu_dvs_cd=0601
http://www.kaist.ac.kr/_prog/_board/?code=ed_news&mode=V&no=65402&upr_ntt_no=65402&site_dvs_cd=en&menu_dvs_cd=0601
https://graphene-flagship.eu/field-effect-transistor-using-graphenes-electron-spin
https://www.nature.com/articles/ncomms16093
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【ロボット・AI技術分野】  

44-10 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
パデュー大学 

    2017/7/25 

新しい AI 技術が 2D 画像から 3D 形状を作製 
(New AI technique creates 3-D shapes from 2-D images)                 

・ パデュー大学が、写真等の 2D 画像から 3D 構造を作製する人工知能(AI)を利用した技術、
『SufrNet』を開発中。 
・ 開発が完了すれば、インターネットでの 3D 検索を始め、ロボティクスや自動運転による周囲環境の
理解支援等のアプリケーション、さらに標準的な 2D写真画像のみによる VRや AR用の 3Dコンテンツ
作製が期待され、現実と VR の識別が困難になるような時代の向こう 5 年間での実現可能性を示唆。 
・ 同技術では、カメラ等が RGB でカラー画像を構成する方法に類似した XYZ 座標を使用。ボクセル
(voxels)を利用する現在の 3D深層学習による方法に比して高い正確度と精度を実現。2Dドメインを使
って 3D 構造を再構築するため、他技術の 10 倍のデータポイントを扱える。 
・ 開発のための AI基礎研究をさらに進める。 

URL:  
http://www.purdue.edu/newsroom/releases/2017/Q3/new-ai-technique-creates-3-d-sha
pes-from-2-d-images.html  

(関連情報）  

      

IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 2017 発表論文(フルテキスト） 

SurfNet: Generating 3D shape surfaces using deep residual networks 

URL:  
http://openaccess.thecvf.com/content_cvpr_2017/papers/Sinha_SurfNet_Generating_3D_CV
PR_2017_paper.pdf  

44-11 
欧州連合
（EU） 

CORDIS 

    2017/8/9 

ブドウの成長を監視する車輪付きロボット                                                                                                                                                                    
(A wheeled robot to monitor grape growth) 

・ EU からの資金提供を受けたコンソーシアムが、高度な非侵襲センサーと人工知能を搭載し、ワイン
用ブドウ畑を移動式の近位センサーで継続的に監視し、信頼性の高い評価作業を行う「無人地上車
輌」（UGV）VINEROBOTを開発。 
・ 現在、ワイン醸造農家は、数百ものブドウの実を手作業でサンプリングし、ブドウの収穫時期を決め
ている。近年は可視領域と赤外領域のスペクトル情報の同時取得が可能になったことにより、空中プ
ラットフォームや衛星からの様々なリモートセンシングソリューションが改善されたものの、マルチスペ
クトラル装置の空間分解能の低さ、気象条件による制約、空中からのモニタリングのコスト高により、
欧州の中小ワイン栽培業者はリモートセンシングを断念。 
・ VINEROBOT は、ブドウの収穫量の予測、ブドウの生育状況、栄養・水分状態、ブドウの実の組成
のモニタリングと評価を長期間にわたり、安全、自律的に行う。これらの情報はスマートフォンやタブレ
ット端末で入手可能。ブドウ畑の管理の最適化、ブドウの組成やワインの品質改善が可能に。 
・ VINEROBOT の最初のバージョンは、葉の窒素含有量を評価する蛍光センサーを搭載し、ブドウ畑
の状態に関する情報を提供。また、ブドウのアントシアニン含有量を測定するセンサーも搭載。同セン
サーは、蛍光センサーとファイン・ビジョン・システムを統合したもので、ブドウの実の組成に関する情
報を提供。 
・ 同 ROBOT の 2 番目のバージョンには 2 つのセンサーが追加される予定で、1 つはブドウの収穫量
の評価、もう1つはブドウ畑の水分状態の管理を行う。現在、完成に向けて改良を重ねており、来年の
製品化に期待。 

URL:  http://cordis.europa.eu/news/rcn/128526_en.html  

  

http://www.purdue.edu/newsroom/releases/2017/Q3/new-ai-technique-creates-3-d-shapes-from-2-d-images.html
http://www.purdue.edu/newsroom/releases/2017/Q3/new-ai-technique-creates-3-d-shapes-from-2-d-images.html
http://openaccess.thecvf.com/content_cvpr_2017/papers/Sinha_SurfNet_Generating_3D_CVPR_2017_paper.pdf
http://openaccess.thecvf.com/content_cvpr_2017/papers/Sinha_SurfNet_Generating_3D_CVPR_2017_paper.pdf
http://cordis.europa.eu/news/rcn/128526_en.html
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【環境・省資源分野】  

44-12 

中華人民共
和国・中国科
学院(CAS) 

    2017/7/21 

IIM の科学者が、飲料水からの重金属の迅速な除去を実現                                                                                                                                            
(IIM Scientists Realize Rapid Removal of Heavy Metal from Drinking Water) 

・Hefei Institutes of Physical Science(CAS 傘下）の Institute of Intelligent Machines(IIM)は、飲料水か
ら重金属を迅速に除去するための新しい種類の吸着剤の開発に成功。 
・ 重金属を除去するための水処理技術の中で、吸着剤の使用は高効率、低コスト、安全な方法であ
るが、吸着剤の吸着率の低さは大きな課題。 
・ 本研究では、硬質芳香族基で架橋されたβ-シクロデキストリン（β-CD）ポリマーを作製し、鉛（Pb）、
銅（Cu）、カドミウム（Cd）の除去に初めて使用。 
・ 大きな BET 表面積を有する、負に帯電したβ-CD ポリマーは、重金属吸着に使用するのに適切。 
吸着プロセスは、大部分の吸着剤よりも遥かに速い 5分で完了。Pb、Cu、Cdの 25℃での吸着容量の
最大値は、初期濃度が 200mg/Lの場合、それぞれ 196.42、164.43、136.43mg/g。 
・ β-CD ポリマーの表面上の吸着プロセスは、吸熱性で自発的なもの。Pb、Cu、Cd 種の静電相互作
用と分布の両方が、異なる pH値での吸着プロセスに影響。 
・ 3 種の金属イオンの多成分吸着における除去効率の順序は、Pb> Cu> Cd。 吸着メカニズムは、重
金属イオンと交換された水酸基の H +イオンと静電相互作用。 
・ 本研究結果は、β-CD ポリマーが飲料水からの重金属の迅速な除去のための有効な吸着剤として
開発され得ることを示唆。 

URL:  http://english.cas.cn/newsroom/research_news/201707/t20170721_180902.shtml  

（関連情報)  

      

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

Rapid adsorption of Pb, Cu and Cd from aqueous solutions by β-cyclodextrin polymers 

URL:  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433217320974  

44-13 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾛｰﾚﾝｽﾊﾞｰｸﾚ
ｰ国立研究所

(LBNL) 

    2017/7/28 

ライト！ アクション！ 光活性触媒が CO2 から燃料成分を作る                                                                                                                                  
(Lights! Action! Photo-Activated Catalyst Grabs CO2 to Make Ingredients for Fuel) 

・ LBNL とシンガポール・南洋（ナンヤン）理工大学(NTU)は、可視光に曝すと、水素やメタンのような
不要の副生物を生成することなく、CO2 をほぼ 100％一酸化炭素（CO）ガスに変換できる金属有機複
合体の光触媒を開発。 
・ LBNL は、金属有機複合体を生成するための画期的な方法を開発。トリエチレングリコールの溶液
中にニッケル前駆体を溶解させ、非集束赤外線レーザーに溶液を暴露。同レーザーは、金属が光を
吸収するにつれて溶液中で連鎖反応を起こす。その結果生成されたニッケル有機複合体を溶液から
分離。 
・ CO2 で満たされた反応室内で、同ニッケル有機複合体（ニッケル有機触媒）の試験を実施。一定の
時間間隔でガスクロマトグラフィーと質量分析技術を用いて測定したところ、室温で 1時間に 1gのニッ
ケル有機触媒が 16,000μmol、すなわち 400mlのCOを生成できることを確認、さらにロジウムや銀ナノ
結晶の使用により、ギ酸、酢酸を生成。 
・ 将来的には液体燃料、溶媒、その他有用な製品への応用に期待。温室効果ガスの発生を軽減し、
太陽光による光触媒を使用して燃料やその他のエネルギー豊富な製品を生み出すのに役立つ技術
を開発する上での重要な一歩に。 

URL:  
http://newscenter.lbl.gov/2017/07/28/photocatalyst-grabs-co2-to-make-ingredients-for-
fuel/  

（関連情報)  

      

Science Advances 掲載論文(フルテキスト） 

A spongy nickel-organic CO2 reduction photocatalyst for nearly 100% selective CO production 

URL:  http://advances.sciencemag.org/content/3/7/e1700921  

  

http://english.cas.cn/newsroom/research_news/201707/t20170721_180902.shtml
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433217320974
http://newscenter.lbl.gov/2017/07/28/photocatalyst-grabs-co2-to-make-ingredients-for-fuel/
http://newscenter.lbl.gov/2017/07/28/photocatalyst-grabs-co2-to-make-ingredients-for-fuel/
http://advances.sciencemag.org/content/3/7/e1700921
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44-14 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
カリフォルニ
ア工科大学
(Caltech) 

    2017/8/3 

炭素の転換 
(Carbon Conversion) 

・ Caltech率いる JCAP(Joint Center for Artificial Photosynthesis)が目指す、太陽光、水、CO2による
液体輸送燃料生成の研究において、エチレン、エタノールやプロパノールといった炭素を多く含む燃料
へと CO2 を選択的に転換させる添加物を新たに開発。 
・ このような CO2 の燃料への転換では、通常メタン等の副生成物を多く産生するが、新添加物の利
用では多炭素含有燃料への転換効率 80%を示し、水素とメタンは僅か 20％。 
・ 炭素を多く含有する燃料は液化しやすく、液体燃料はガス燃料よりも単位体積当たりのエネルギー
貯蔵量が多い(例: 炭素原子が 3 個のプロパノールは、同原子 1 個のメタンより多くエネルギーを貯
蔵）。 
・ 研究室での実験にて、水溶液中の銅電極に CO2 と N-置換ピリジニウムを添加した後に電極に積
層した薄膜が燃料生成反応を大幅に向上させ、エタノールやエチレン等を選択的に生成することを確
認。同条件下では通常水素を生成しやすいが、炭素-炭素結合を有する高エネルギー密度液体燃料
を獲得。 
・ 次には、この添加物が燃料生成反応を向上させる理由を探ると共に、類似の添加物を用いて燃料
生成の選択性の向上を試みる。 

URL:  http://www.caltech.edu/news/carbon-conversion-79223  

（関連情報)  

      

ACS Central Science 掲載論文(フルテキスト） 

CO2 Reduction Selective for C≥2 Products on Polycrystalline Copper with N-Substituted Pyridinium 
Additives 

URL:  http://authors.library.caltech.edu/79307/1/acscentsci.7b00180.pdf  

【蓄電池・ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ分野】  

44-15 

中華人民共
和国・大連化
学物理研究
所 (DICP) 

    2017/7/21 

科学者たちが新しいリチウム - 硫黄電池の電解質を作製                                                                                                                                          
(Scientists Design New Lithium-Sulfur Battery Electrolyte) 

・ リチウム - 硫黄（Li-S）電池は、高エネルギー密度、低コストではあるが、従来は、ポリ硫化物のシ
ャトル現象とリチウムアノードの不安定な界面が大きな障害となって、Li-S 電池の開発の妨げに。 
・ 長年、Li-S 電池のポリ硫化物シャトル現象の解決のために硝酸リチウム(LiNO3)添加剤を使用して
きたが、硝酸塩、炭素、硫黄を共存させることは潜在的な危険要因。 
・ この問題を解決するために、中国科学技術院の大連化学物理研究所（DICP）とエネルギー貯蔵技
術研究部門は、LiNO3 フリーの新しい電解質を作成。 
・ 同電解質は、ポリ硫化物の溶解度（Ksp）が低く、リチウム上に安定的な SEI 薄膜を有するため、
Li-S 電池の高安定性、高安全性、大容量出力の実現が可能に。ポリ硫化物の低い Ksp、高導電率、
活物質の高利用率、優れたアノード界面安定性を有する高性能で LiNO3 フリーの電解質としては、初
の報告例。 
・ 4000mAh のソフトパッケージ Li-S 電池に同電解質を一体化したところ、350Wh/kg の高エネルギー
密度、60W/kg の高出力密度、30 サイクルの安定的循環を実現。同電池で、ソーラー無人航空機の１
カ月連続航行が可能に。 

URL:  http://english.cas.cn/newsroom/research_news/201707/t20170721_180866.shtml  

（関連情報)  

      

Nano Energy 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

LiNO3-free electrolyte for Li-S battery: A solvent of choice with low Ksp of polysulfide and low 
dendrite of lithium 

URL:  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211285517304081  

  

http://www.caltech.edu/news/carbon-conversion-79223
http://authors.library.caltech.edu/79307/1/acscentsci.7b00180.pdf
http://english.cas.cn/newsroom/research_news/201707/t20170721_180866.shtml
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211285517304081
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【新エネルギー分野（太陽光発電）】  

44-16 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ジョージワシ
ントン大学 

    2017/7/11 

太陽エネルギーの全スペクトルを捕獲する太陽電池を設計 
(Scientists Design Solar Cell That Captures Nearly All Solar Spectrum Energy) 

・ ジョージワシントン大学が、太陽光の全スペクトルを吸収する、マルチセルをシングルデバイスに統
合した新型太陽電池のプロトタイプを設計・構築。 
・ 世界最高効率が期待できる、エネルギー変換効率 44.5%を達成。 
・ 地球に届く太陽光の約 99%は 250～2,500nm の波長の範囲内にあるが、高効率の多接合太陽電池
に用いられる従来材料ではこの波長スペクトル全体を捕獲することは不可能。 
・ 同太陽電池では、赤外線レーザーや光検出器等で利用されるアンチモン化ガリウム(GaSb)基板を
使用。短い波長の光子を捕獲する従来基板を使用した高効率太陽電池と併せて積層構造された同
GaSb ベースの集光型太陽電池は従来の太陽電池では使われていなかった波長の長い光子のエネ
ルギーを電気に変換する。 
・ 同太陽電池の積層には転写印刷技術を利用するため、1 ㎜四方を下回る微小デバイスの高精度
3D アセンブリが可能に。 
・ 同太陽電池の材料は高コストだが、その高いエネルギー変換効率により同製造技術の将来性が期
待できる。 

URL:  
https://gwtoday.gwu.edu/scientists-design-solar-cell-captures-nearly-all-solar-spectrum
-energy  

（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） 

GaSb-Based Solar Cells for Full Solar Spectrum Energy Harvesting 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.201700345/abstract  

【新エネルギー分野（風力発電）】  

44-17 
欧州連合
（EU） 

CORDIS 

    2017/7/26 

新しい 10MW 洋上風力発電機のプロトタイプ                                                                                                                                                                  
(New 10-MW offshore wind generator prototype) 

・ Teclania社は SUPRAPOWER（SUPerconducting, Reliable, lightweight, And more POWERful offshore 
wind turbine）プロジェクトに係る欧州のコンソーシアムを主導して、軽量で信頼性があり、超電導材料
をベースとした新しい 10MW の洋上風力発電機を開発。  
・ 洋上風力タービンの市場規模は今後数年間で巨大化が見込まれるが、洋上風力発電所への投資
と運用コストの削減が課題。従来の発電機をベースにした10MWの風力タービンでは、大きさと重量が
技術的、経済的な障害に。  
・ 新しい発電機は、永久磁石発電機を使用して 26％の軽量化を実現。これにより、10MW の風力ター
ビンのコストは最大100万ユーロの削減に。同発電機のベースとなるコンセプトの特許を欧州と米国で
取得。  
・ Gamesa、Siemens、GE などの洋上風力エネルギーで実績のある欧州企業が 10MW 洋上風力発電
機に高い関心を示している。  
・ 同発電機を開発する上での主要な課題は、条件である低温（-253℃）を実現するために必要な超
電導コイルと冷却システムの実現。コンセプトの検証用に小型プロトタイプを建設、革新的な部品の大
きさと動作条件は、10MW 洋上風力発電機と同様に。 
・ 同発電機は、SUPRAPOWER プロジェクトのコンソーシアム内で生産。 コンソーシアムには、
Columbus Superconductor、Solute Ingenieros、Ingeteam 等が参加。 

URL:  http://cordis.europa.eu/news/rcn/141524_en.html  

44-18 
ｱﾒﾘｶ合衆国・
ｴﾈﾙｷﾞｰ省

(DOE) 

    2017/8/8 

DOEレポート：2016 年の風力発電の急成長が続く                                                                                                                                                    
(Energy department reports : Wind energy continues rapid growth in 2016) 

・ DOEが 3つの風力発電市場レポートを発表。風力発電は米国全土で継続的で堅調に成長。テキサ
ス州、オクラホマ州、アイオワ州が牽引。 
・ 米国の風力発電は 2016 年、容量 8,200MW 超を追加。同年に同国で追加された総エネルギー容量
の 27％に相当。風力発電は 2016年の同国の電力量の約 6％を供給。風力発電が電力に占める割合
が 14 州で 10％超。 
・ 近年の継続的な成長は、風力発電業界を支援する連邦優遇税制措置（生産税額控除 PTC）や州
政府の政策、風力発電技術のコストとパフォーマンスの改善による電力会社、企業、その他の電力購
入者に対する電力販売価格の低下による。 
・ しかしながら、PTC 一巡後の連邦政府優遇税制措置のメリットの減少、天然ガスの低価格化への
期待の高まり、電力需要の僅かな増加により、依然として風力発電市場の成長見通しは不透明。 
・ 3 つのレポートの内容は本文参照のこと。 
① Lawrence Berkeley National Laboratory の 2016 年風力技術市場レポート 
② 国立再生可能エネルギー研究所の 2016 年の洋上風力発電技術市場レポート 
③ Pacific Northwest 国立研究所の 2016 年分散型風力発電市場レポート 

URL:  
https://energy.gov/articles/energy-department-reports-wind-energy-continues-rapid-gro
wth-2016  

  

https://gwtoday.gwu.edu/scientists-design-solar-cell-captures-nearly-all-solar-spectrum-energy
https://gwtoday.gwu.edu/scientists-design-solar-cell-captures-nearly-all-solar-spectrum-energy
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.201700345/abstract
http://cordis.europa.eu/news/rcn/141524_en.html
https://energy.gov/articles/energy-department-reports-wind-energy-continues-rapid-growth-2016
https://energy.gov/articles/energy-department-reports-wind-energy-continues-rapid-growth-2016
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(関連情報）  

      

Annual Wind Power Report Confirms Technology Advancements, Improved Project Performance, and 
Low Wind Energy Prices 

URL:  
http://newscenter.lbl.gov/2017/08/08/annual-wind-power-report-confirms-technology-ad
vancements-improved-project-performance-low-wind-energy-prices/  

44-19 

英国・
Innovate UK 

    2017/8/14 

カタパルト設計の革新的センサーシステムをブライス洋上実証ウィンドファームのタービン基礎 2 基に
装着 
(Catapult-designed innovative sensor system installed on two Blyth Offshore Demonstrator Wind 
Farm turbine foundations) 

・ オフショア再生エネルギー（ORE）カタパルトが設計したセンサーシステムが、EDF エナジーリニュー
アブルズ（EDF ER）ブライス洋上実証ウィンドファーム用のコンクリート重力式基礎（GBF）に装着され
た。 
・ センサーを重力式基礎に装着し、実装に際して受ける困難につき、基礎の性能を分析するのは今
回が初。センサーから収集されるデータは、ブライス沿岸から 3 海里沖にある ORE カタパルトの風況
観測塔と同期。 
・ 5基の基礎のうち 2基に装着されるセンサーシステムは、OREカタパルトと EDF ERおよびロイヤル
BAM グループが共同で、新しい「float and submerge（浮沈）」GBFにつき、設計、製造、設置段階にお
いて実証する FS Found プロジェクトの一環（同プロジェクトは Demowind 資金によるもの）。浮沈重力
式基礎には、高額の設置料や重量物運搬船がなくても配置できる可能性有。 
・ 状態監視システムを新技術の初回実証に組み込むことで、設計の最適化やコスト削減が促進さ
れ、GBF は商業的に実行可能に。 
・ ブライス洋上実証プロジェクトは、EDF ER が設立。ウィンドタービンは 5 基、発電能力は計 41.5MW
の見込みで、ブライス沿岸沖約 6.5km に設置する予定。本プロジェクトにて使用される重量式基礎は
ロイヤル BAMグループが設計、製造。 

URL:  
https://ore.catapult.org.uk/press-release/catapult-designed-innovative-sensor-system-in
stalled-two-blyth-offshore-demonstrator-wind-farm-turbine-foundations/  

（関連情報)  

      

EDF ER の HP（ブライス洋上実証ウィンドファーム概要） 

URL:  http://www.edf-er.com/OurProjects/ConsentedUnderconstruction/BlythOffshore.aspx  

【新エネルギー分野（燃料電池・水素）】  

44-20 

中華人民共
和国・中国科
学技術大学 

(USTC) 

    2017/7/29 

電気化学的な水素生成のために優れたハイブリッドナノシート触媒を開発                                                                                                                                     
(USTC Develops Superior Hybrid Nanosheets Catalyst for Electrochemical Hydrogen Evolution) 

・ USTC が、水電解による水素製造のための新しい触媒を開発。水素発生反応（HER）が起きている
間に界面を制御しつつ高活性と高安定性を示す二硫化モリブデン–黒リン（MoS2-BP）ハイブリッドナノ
シート触媒を作成。 
・ 水電解による水素製造は、水素生成の最も簡便で有望なアプローチの 1 つであるが、HER の典型
的な電極触媒であるPt、Pdは希少性と高コストにより、HER技術の大規模展開を阻害。この問題を解
決するために、界面制御技術を用いて安価で効率的な MoS2-BPハイブリッドナノシート触媒を開発。 
・ 同ナノシートでは、BPのフェルミ準位が MoS2よりも高いため、BPから MoS2への効率的な電子移
動が可能。電子が豊富に賦存する MoS2 部分が、高活性の触媒中心として機能。合成されたままの
MoS2-BPナノシートは、市販のPd-C触媒に近い 10mAcm-2において、85mVの過電圧で顕著なHER
活性を示した。 
・ さらに、同ナノシートの触媒活性は、10,000 サイクル後も電流中に保持され、電気化学的プロセスで
長期間にわたる MoS2-BP触媒としての使用の可能性があることを示唆。 

URL:  http://english.cas.cn/newsroom/research_news/201708/t20170802_181688.shtml  

(関連情報）  

      

Nano Letters 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Molybdenum Disulfide–Black Phosphorus Hybrid Nanosheets as a Superior Catalyst for 
Electrochemical Hydrogen Evolution 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.nanolett.7b01334  

  

http://newscenter.lbl.gov/2017/08/08/annual-wind-power-report-confirms-technology-advancements-improved-project-performance-low-wind-energy-prices/
http://newscenter.lbl.gov/2017/08/08/annual-wind-power-report-confirms-technology-advancements-improved-project-performance-low-wind-energy-prices/
https://ore.catapult.org.uk/press-release/catapult-designed-innovative-sensor-system-installed-two-blyth-offshore-demonstrator-wind-farm-turbine-foundations/
https://ore.catapult.org.uk/press-release/catapult-designed-innovative-sensor-system-installed-two-blyth-offshore-demonstrator-wind-farm-turbine-foundations/
http://www.edf-er.com/OurProjects/ConsentedUnderconstruction/BlythOffshore.aspx
http://english.cas.cn/newsroom/research_news/201708/t20170802_181688.shtml
http://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.nanolett.7b01334
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44-21 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾛｰﾚﾝｽﾘﾊﾞﾓｱ
国立研究所

(LLNL) 

    2017/7/31 

水の中にあるもの：LLNLの科学者が未来の燃料源として水素を抽出 
(It’s something in the water: LLNL scientists extract hydrogen as potential fuel source) 

・ LLNL、ライス大学、サンディエゴ州立大学が共同で、水分解による水素製造を促進する、安価で高
効率な新種の触媒を発見。 
・ 電気を用いて水から水素を抽出するプロセスは非効率的で、通常、多量のエネルギーを消費する
上、高効率化のための触媒には白金等の高価な貴金属が用いられることが多い。そのため遷移金属
ジカルコゲナイド(MX2)を使用するタイプの水分解触媒は大きな注目を集めているが、現在使用されて
いる MX2 材料(モリブデン、タングステン)は、触媒の露出した端面のみが活性であることが課題。 
・ 研究チームは量子力学計算により、MX2 材料の表面全体に触媒活性を持たせるような表面下の電
子的要因を解明。これらを「記述子」として、より優れた触媒となり得るMX2材料候補のスクリーニング
を実施。 
・ ライス大学は提示された 2 材料(二硫化タンタル、二硫化ニオブ)の合成と試験を行い、計算結果を
実験的に確認。材料表面の水分解反応に対する活性のみならず、水素ガスを発生させる際に、材料
が自らの形状を最適化させる特異な能力を備えることも判明。 
・ この自己最適化反応と表面活性は、ごく僅かな触媒充填量で高い性能を実現できるということ。ま
たナノ構造化といった高コストな手法を要さないため、スケーラブルなプロセスには非常に有利。本研
究は同種の触媒の使用を可能にするもので、さらに今回開発した理論記述子が類似の層状材料の水
分解活性の評価を容易にすると期待。 

URL:  
https://www.llnl.gov/news/it%E2%80%99s-something-water-llnl-scientists-extract-hydroge
n-potential-fuel-source  

（関連情報)  

      

Nature Energy 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Self-optimizing, highly surface-active layered metal dichalcogenide catalysts for hydrogen evolution 

URL:  https://www.nature.com/articles/nenergy2017127#abstract  

（関連情報)  

      

ライス大学発表記事 

Bubbles help new catalysts self-optimize 

URL:  http://news.rice.edu/2017/07/31/bubbles-help-new-catalysts-self-optimize-2/  

【新エネルギー分野（地熱発電）】  

44-22 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾛｰﾚﾝｽﾊﾞｰｸﾚ
ｰ国立研究所

(LBNL) 

    2017/7/20 

バークレー研究所が数百万ドルの地熱エネルギープロジェクトを主導                                                                 
(Berkeley Lab to Lead Multimillion-Dollar Geothermal Energy Project) 

・ LBNL は、1 億戸の家庭への電力供給能力を有するクリーンエネルギーシステムである「強化地熱
システム（enhanced geothermal systems：EGS）」の商業化における技術的な障害の除去を目的とし
て、新たに 9 百万ドルのプロジェクトを主導。 
・ 同研究所は本プロジェクトで、岩石破砕に対する理解とモデル化に焦点を当てたフィールド実験を
実施するため、DOE所轄の 7つの国立研究所と 6大学と共同で、サウスダコタ州の Sanford地下研究
施設（SURF）を使用して、地下 1,500m の結晶質岩石に小規模なフラクチャーのネットワークを構築す
る予定。 
・ フラクチャーから数十 m 以内のところに計測器を設置することで、従来より高分解能でのフラクチャ
リングの検出が可能に。フラクチャリング、流量、特定の圧力と温度条件下での結晶質岩の透水性と
熱抽出の関係の理解を試みる。また、米国内に大量に賦存し、利用可能な未開発の高温の岩体から
大量に電気を供給する可能性を探る。 
・ EGS の最終的な目標は、米国本土での経済的に実行可能な発電容量を、現在の 3.5GW の地熱発
電容量から 100GW 超へと大幅に増やすこと。 

URL:  
http://newscenter.lbl.gov/2017/07/20/berkeley-lab-lead-multimillion-dollar-geothermal-e
nergy-project/  

  

https://www.llnl.gov/news/it%E2%80%99s-something-water-llnl-scientists-extract-hydrogen-potential-fuel-source
https://www.llnl.gov/news/it%E2%80%99s-something-water-llnl-scientists-extract-hydrogen-potential-fuel-source
https://www.nature.com/articles/nenergy2017127#abstract
http://news.rice.edu/2017/07/31/bubbles-help-new-catalysts-self-optimize-2/
http://newscenter.lbl.gov/2017/07/20/berkeley-lab-lead-multimillion-dollar-geothermal-energy-project/
http://newscenter.lbl.gov/2017/07/20/berkeley-lab-lead-multimillion-dollar-geothermal-energy-project/
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【政策等】  

44-23 

国際復興開
発銀行
（IBRD） 

    2017/7/20 

新オープンソースツールが電化計画の「突破口」に 
（New Open Source Tool a “Breakthrough” in Electrification Planning） 

・ 世界銀行、Energy Sector Management Assistance Program（ESMAP）、スウェーデン王立工科大学
は、ウェブベースアプリケーションの The Electrification Pathways ツールを、ENERGYDATA.INFO上に
公開。 
・ 同ツールは、様々な地理空間オープンデータを参照して、電気を引くのにコストが最小となる選択肢
を 1k ㎡毎に決定。タンザニア、ザンビア、ナイジェリアの 3 国に関するデータと共に同ツールは公開さ
れているが、更に多くの国に対しても適用可能。 
・ この水準ほどの分析ツールは専有されて高価になりがちだが、同ツールはオープンソースで、誰で
も簡単にコードやデータセットを需要に合わせて適合させることが可能。分析の提示にはオープンデ
ータソースが使われるので、資源集約的なデータ収集の時間を節約することができ、政策立案もより
早く進めることが可能に。 
・ 電力ネットワークや人口等について有効な情報が得られていない国においては、分析を進めるの
は難しく、費用も高額。この強力な新ツールでは、世界銀行のデータを含め、入手できる中では最高
のデータセットを元に、人口密度、既存あるいは建設予定の送電インフラからの距離、道路網への近
さ、夜間の光源、エネルギー資源の供給力等につき、データを解析。1k ㎡区域毎に、グリッド、再生可
能でハイブリッドなミニグリッド、個別システム等、7 つの電化技術を比較。 
・ 地理的データおよび求められる電力供給の水準と質を元に、最もコストが低いシステムを選定、1k
㎡区域毎に結果が入手可能。同ツールのアルゴリズムは、エネルギーアクセスを規定し、モニタリン
グし、評価する取り組みである ESMAPの多層的フレームワークも包含。 
・ 今のところ、14 のパートナー団体から 280 データセット以上の情報を得て、本オンラインプラットフォ
ームは、エネルギー関連データと分析を更に効果的に共有し利用する場として拡大中。 

URL:  
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/07/20/new-open-source-tool-a-
breakthrough-in-electrification-planning  

（関連情報)  

      

ENERGYDATA.INFO ウェブサイト（The Electrification Pathways の紹介） 

Electrification planning using open geospatial data 

URL:  http://electrification.energydata.info/presentation/  

44-24 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
国立ｴﾈﾙｷﾞｰ
技術研究所

(NETL) 

    2017/8/11 

DOEが CO2 の有効利用を推進するプロジェクトに 480 万ドルを投資 
(Department of Energy Invests $4.8 Million in Projects to Advance Beneficial Use of CO2) 

・ DOE化石エネルギー局(FE)が、石炭火力発電プラントから分離回収した CO2の新規利用法の研究
を目的とし、5 件の新プロジェクトを採択。各プロジェクトは連邦政府からの資金(480 万ドル)以外に費
用の最低 20%を分担するため、5 件の総額は 610 万ドル超。今回のプロジェクトは今年 2 月に採択さ
れた 7 件への追加分。 
・ プロジェクトは 3 つの対象応用分野(1.生物学ベースの CO2 有効利用、2.CO2 を利用した産業廃棄
物の鉱化、3.炭素有効利用のための新しい物理的・化学的プロセス)に分類。プロジェクト名と実施団
体は以下の通り。詳細は本文を参照のこと。 
  1. 石炭火力発電プラントからの CO2 分離回収に向けた煙道ガス利用生物・化学複合型システム 
(ミシガン州立大学)。藻類生産性向上と廃水処理との組み合わせによる石炭火力発電プラント排出
CO2 生物利用の経済性向上 (イリノイ大学)。 
  2. 多機能性コンクリート作製のための多孔質炭素と産業廃棄物を使用したCO2鉱化(ライス大学)。
プレキャストコンクリート製品等 CO2 炭化による施設建築物での CO2 貯蔵(ミシガン大学)。 
  3．酸化エチレン・酸化プロピレン生産への CO2 利用のための新規触媒プロセス (RTI 
International)。 

URL:  
https://www.netl.doe.gov/newsroom/news-releases/news-details?id=64a1c336-4765-4ef5
-94a9-af5aa09b38c9  

（関連情報)  

      

DOEが新たな CO2利用戦略を進展するプロジェクトに対し 590万ドルを資金提供（NEDO海外技術情
報平成 29年 04 月 14 日号 35-16)  

Department of Energy Invests $5.9 Million in Projects to Advance Novel CO2 Utilization Strategies 

URL:  http://www.nedo.go.jp/content/100862876.pdf  

 

おことわり 

本「海外技術情報」は、NEDO としての公式見解を示すものではありません。 

記載されている内容については情報の正確さについては万全を期しておりますが、内容に誤りのある可能性もあります。NEDOは

利用者が本情報を用いて行う一切の行為について、何ら責任を負うものではありません。 

本技術情報資料の内容の全部又は一部については、私的使用又は引用等著作権法上認められた行為として、適宜の方法により

出所を明示することにより、引用・転載複製を行うことが出来ます。ただし、NEDO以外の出典元が明記されている場合は、それぞれ

の著作権者が定める条件に従ってご利用下さい。 

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/07/20/new-open-source-tool-a-breakthrough-in-electrification-planning
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/07/20/new-open-source-tool-a-breakthrough-in-electrification-planning
http://electrification.energydata.info/presentation/
https://www.netl.doe.gov/newsroom/news-releases/news-details?id=64a1c336-4765-4ef5-94a9-af5aa09b38c9
https://www.netl.doe.gov/newsroom/news-releases/news-details?id=64a1c336-4765-4ef5-94a9-af5aa09b38c9
http://www.nedo.go.jp/content/100862876.pdf

