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(1109-1) 
【新エネルギー分野(太陽光発電)】 
 
仮訳 

 
太陽電池の変換効率を高める発見 (米国) 

米・マサチューセッツ工科大学(MIT)が、廃熱を削減して有用な電気を生産できる 
太陽電池の設計の指針となる新モデルを開発 

2014 年 5 月 27 日 
 
 
 太陽電池に太陽光が当たると、入射するエ

ネルギーの多くが電気に変換されず廃熱とし

て無駄になっている。しかし、数少ない特定

の材料では、高いエネルギーでもっと多くの

電子を生成する挙動、つまり、太陽電池のエ

ネルギー変換効率を大幅に向上させる挙動を

するものがある。 
  
 今般、MIT がリードする DOE の Energy 
Frontier Research Center の研究チームが、

高効率な太陽電池を開発するために、そのような特別な材料を利用する新たな設計指針

をもたらすこうした現象が起こるメカニズムを解明することに成功した。この研究結果

は、MIT の Troy Van Voorhis 化学教授と Marc Baldo 電子工学教授の主導により MIT
の卒業生 Shane R. Yost および Jiye Lee、その他多数の共著者により、Nature 
Chemistry において発表されている。 
 
 ほとんどの光起電(PV)材料では、(1 個の)光子(太陽光の小さな束)からのエネルギー

が分子を励起させて電子 1 個を放出させる。しかし、高エネルギーの光子からの多くの

エネルギーを受けると、分子は電子 1 個に加え廃熱も放出する。 
 
 この法則に従わない特定の有機分子が存在する。このような有機分子は、高エネルギ

ーの光子 1 個毎に 1 個以上の電子を生成する。この現象は一重項励起子分裂(singlet 
exciton fission)として知られ、1960 年代に最初に発見されたが、実際の太陽電池で実

証することは困難であり、その正確なメカニズムはこの分野において激しく議論されて

きた。 
 
 

写真を拡大 

写真提供：Stuart Darsch 
Troy Van Voorhis 化学教授(左)と Marc Baldo
電子工学教教授(右)。 
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 Van Voorhis 教授と Baldo 教授は、過去 4 年間にわたり独自の理論的・実験的専門

知識を集約してこの課題に取り組んできた。両教授は 2013 年に、地上に降り注ぐ太陽

からの電磁輻射光の半分以上を占める高エネルギーの可視光を受けてもっと多くの電

子を放出する最初の太陽電池の開発について報告している。両教授の予測では、彼らの

開発した技術をシリコン太陽電池への安価なコーティングとして応用すれば、25%まで

のエネルギー変換効率の向上が見込まれる。 
 
 これは大変期待できる予測であるが、こうした(シリコン)太陽電池や他の材料の太陽

電池の変換効率は、実際のメカニズムを解明することでさらに向上すると考えられる。

現在、励起子分裂は様々な材料において観察されており、最初に提示されたこの現象と

同様に全て偶然に発見されている。「実際の基本的なメカニズムの解明、つまり実際に

電子が何をしているのかを理解しないことには、励起子分裂を活用した材料やデバイス

を合理的に設計することはできません。」と Van Voorhis 教授は説明する。 
 
 PV内での電子挙動の理論研究を裏付けるために、Van Voorhis教授はBaldo教授と

MITのJohn D. MacArthur Professor of ChemistryであるTimothy Swager教授が特別

に合成したサンプルで収集した実験データを使用した。このサンプルは「(メインディ

ッシュ付け合わせの)ほうれん草」、つまり、物理的・化学的性質に影響を与えることな

く分子間の間隔を変える、かさ高く多様な側基を携えた 4 種類の励起子分裂分子から構

成されている。フェムト秒(10-15秒)で測定される分裂率を調べるために、MIT研究チー

ムはLester Wolfe Professor of ChemistryであるMoungi Bawendi教授を始めとする専

門家らと、米・ブルックヘブン国立研究所およびRichard Friend教授の指導の下、英・

ケンブリッジ大学のCavendish Laboratoryの特殊な機器に支援を求めた。 
 
 Van Voorhis 教授の新しい第一原理式は、構造が顕著に異なる材料での分裂率の予測

に成功した。さらに、このメカニズムが、そのような材料において超過エネルギーが存

在する場合、励起した分子の電子が近くにある励起していない分子の電子と場所を入れ

替わるという、1960 年代に提示された「古典的」理論であることが明確となった。励

起・無励起の両分子が電子を放出できるように、励起電子はいくらかのエネルギーを運

びそのいくらかを後に残す。その結果、光子 1 個が入り、電子 2 個が放出することにな

る。「数十年前に提示された単純な仮説が、実はこの挙動を正しく説明しているものだ

ったのです。」と同教授は述べ、次のように続ける。「近年提示された物議を醸している

『新種』のメカニズムでは、ここで観察された現象を説明できません。」 
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 この結果はまた、そのような材料で太陽電池を設計する実用的な指針を提供する。分

裂率の決定には、分子充填がある程度重要であることが示されたのだ。分子同士が密接

していると、電子が極めて高速で移動するため、電子を供与し受容する分子には調整す

る間が持てない。そこで適切な固有エネルギーレベルを持つ材料の選択が、実に重要な

要因となる。 
 
 研究者らは、特にこのシステムがモデル化されたことから、自分たちの実験と理論デ

ータが一致したことに満足している。それぞれの分子は約 50 個の原子を、それらの原

子それぞれは 6～10 個の電子を持つ。「これは計算するには複雑なシステムです。」と

Van Voorhis 教授は述べ、次のように続ける。「50 年前に計算できなかったのはこのた

めですが、今はそれが可能なのです。」 
 
 本研究には関わっていない米・コロンビア大学の David Reichman 化学教授は、こ

の新発見について、「一重項分裂学における極めて重要な貢献であり、モデリング、結

晶エンジニアリング、そして実験の組合せによる相乗効果をとおして、論文著者らは分

裂率に影響を与えるパラメーターの系統的な研究成果を初めて提供した。彼らの発見は、

分子充填に関する達成目標から離れて選択した材料の電子エネルギーレベルに着目す

ることに向かい、一重項分裂材料の設計基準に大きな影響を与えるはずだ。」と語る。  
 
 本研究は、米国エネルギー省科学局(Department of Energy’s Office of Science: 
DOE, )の資金提供により Energy Frontier Research Center の Center for Excitonics
が実施した。実験測定は(英国研究会議)工学･物理科学研究評議会(British Engineering 
and Physical Sciences Research Council)が支援し、米国ブルックヘブン国立研究所の

Center for Functional Nanomaterials での研究活動は、米国エネルギー省科学局が支

援した。 
 
Nancy W. Stauffer, MIT Energy Initiative , stauffer@MIT.EDU 
Reprinted with permission of MIT News . 
http://newsoffice.mit.edu/2014/getting-more-electricity-out-solar-cells-0507 
(Getting more electricity out of solar cells   
New MIT model can guide design of solar cells that produce less waste heat, more 
useful current.) 
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Nature Chemistry 掲載論文 
Shane R. Yost, Jiye Lee, Mark W. B. Wilson, Tony Wu, David P. McMahon, Rebecca 
R. Parkhurst, Nicholas J. Thompson, Daniel N. Congreve, Akshay Rao, Kerr 
Johnson, Matthew Y. Sfeir, Moungi Bawendi, Timothy M. Swager, Richard H. 
Friend, Marc A. Baldo, and Troy Van Voorhis, "A transferable model for 
singlet-fission kinetics," Nature Chemistry, published online May 4, 2013 
 
研究資金提供元 
U.S. Department of Energy Office of Science, Office of Basic Energy Science 
U.K. Engineering and Physical Sciences Research Council 
Corpus Christi College, University of Cambridge 
 

関連リンク 
Center for Excitonics , MIT 
Center for Functional Nanomaterials , Brookhaven National Laboratory 
Energy Frontier Research Centers 
 
 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 松田 典子） 
 
 
出典：本資料は米国・エネルギー省 (Department of Energy: DOE))、科学局(Office of 
Science)の以下の記事を翻訳したものである。 
“Getting More Electricity out of Solar Cells” 
http://science.energy.gov/discovery-and-innovation/stories/2014/127049/ 
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グラフェンを非金属基板上に直接製造する新し

いプロセスを表している。まず、今回の材料で

ある二酸化ケイ素(SiO2)にニッケル層を塗布す

る。その後、表面に炭素を蒸着させて SiO2の上

表面および直下にグラフェン層を形成する。ニ

ッケルに付着した上部のグラフェン層はテープ

（あるいは粘着性物質層を用いた工業的プロセ

ス）を使って容易に剥がすことができ、基板上

には直下のグラフェン層だけが残る。 
 
イメージ図は研究者から提供されたもの 

(1109-2) 
【材料･ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰ分野（革新的材料･ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰ）】  
【電子･情報通信分野（電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ）（家電）】  
【新エネルギー分野（太陽光発電）】 
 
仮訳 

 
グラフェンシートの新しい製造方法(米国) 

 

ディスプレイ画面、太陽電池、その他デバイスに応用可能な技術 

 
著者：David L. Chandler 氏(MIT News Office) 
2014 年 5 月 23 日 
 

 
 新しいタイプの電子デバイスや他の用途に利用できるグラフェンの将来性は、世界中

の研究者を同材料の応用研究へと導いた。しかし、この丈夫で、軽量で、電導性の高い

材料を広く活用するうえで最大の制限となる一つが、産業スケールでの製造が困難なこ

とである。 
 
 炭素材料を用いた最初の研究で製造された原子スケールのメッシュ（網の目）構造は、

厚さがわずか原子１個分で、微細片を利用して作られており、一般的にグラファイトブ

ロックから粘着テープの欠片をすばやく取り除くことで得られる、つまりローテクのレ

ベルのもので、それ自体は製造の役に立つものではない。その後、金属フォイル上への

グラフェン膜製造にシフトしたが、研究者たちはグラフェンをフォイルから利便性のあ

る基板へ移すのに苦労するようになった。 
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 現在、MIT(マサチューセッツ工科大学)とミシガン大学の研究者たちはグラフェン製

造のスケールアップに役立つプロセスとして、ガラス板等の材料に直接グラフェンを製

造する方法を研究している。当該プロセスについては、MIT の A. John Hart 氏が率い

る 9 名の研究者チームが今週の Scientific Reports に発表した掲載論文で詳述されてい

る。当該論文の筆頭著者はミシガン大学の元ポスドク Dan McNerny 氏と MIT の元ポ

スドクで現在はインド工科大学に所属する Viswanath Balakrishnan 氏である。 
 
 現在、ほとんどのグラフェン製造の初期段階でニッケルや銅等の金属フィルム上への

材料成長が行われていると、機械工学 Mitsui Career Development Associate Professor 
の Hart 氏は言う。「これを使いやすくするには、金属から剥がし、シリコンウェハー

やポリマーシート、またはガラス板のような大きさの基板に移す必要があります。」と

彼は言う。「ところが、このグラフェンを移動するプロセスはグラフェン自体を成長さ

せるプロセスよりもずっと神経を使うもので、グラフェンにダメージや汚染を起こすこ

とがあります。」 
 
 今回の新たな研究では、テンプレートに金属フィルムは使い続けるものの、フィルム

の表面だけではなく背面にもグラフェンを製造する。今回のケースではガラス形状の二

酸化ケイ素基板に、ニッケルフィルムを用いている。 
 
 化学蒸着(CVD)法を使ってニッケルフィルム上にグラフェン層を蒸着させ、「グラフ

ェンを（ニッケル層の）表面だけでなく、背面にも」生成すると Hart 氏は言う。「そ

の後ニッケルフィルムを剥がすと、非金属基板上の表面にグラフェンだけが残ります。」 
 
 このように、例えばディスプレイ画面用の大きなガラス板でも、軽量かつポータブル

な太陽電池の基板として利用できる薄いフレキシブル材料でも、目的の基板にグラフェ

ンを付けるためにプロセスを分けて行う必要がない。「私たちの方法で基板に CVD 法

を用いれば、グラフェンは基板上に残るのです。」と Hart 氏は言う。 
 
 当該研究は、以前 Hart 氏が講師を務めていたミシガン大学の研究者たちに加え、大

型ガラスの製造業者である Guardian Industries 社との協力で行われた。「彼らの製造

ニーズを満たすには、高いスケーラビリティが必要です。」と Hart 氏は言う。同社は

現在、設備内で分速数メートルの速度でガラスが移動するフロート法を利用して、毎日

数百トンのガラスを製造している。「わたしたちは、ガラス基板に直接グラフェンを製

造するためのスケーラブルな製造プロセスの開発ニーズに刺激を受けたのです。」と

Hart 氏は言う。 
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 当該研究はまだ初期段階にある。「グラフェンに価値を持たせるには、依然として均

一性や品質を高める必要があります。」と Hart 氏は警告している。一方、素晴らしい

可能性を秘めているとも言う。「グラフェンを非金属基板に直接製造する技術が、大型

ディスプレイ、タッチ画面や、ヒーター、センサー等のデバイスを統合した『スマート』

ウィンドウに利用される可能性もあります。」 
 
 さらに Hart 氏は、グラフェンを現在の研究よりも低温で合成することができれば、

このアプローチ方法をシリコンウェハー上の集積回路等の小型アプリケーションにも

利用できると付け加えている。 
 
 「この新しいプロセスはニッケルフィルムのメカニクスに合わせたグラフェン成長の

理解に基づいています。」と彼は言う。「わたしたちはこのメカニズムが機能することを

証明しました。現在の課題は、高性能グラフェンコーティングの製造に必要な特性を向

上させることです。」 
 
 当該研究の参加者ではないが、マサチューセッツ大学アマースト校の化学工学教授で

ある Christos Dimitrakopoulos 氏は「これは、絶縁体基板グラフェンを広範に応用す

るうえで、非常に重要な研究成果です。」と述べている。例えばグラフェン成長に炭化

ケイ素(SiC)基板等を使う他の方法に比べ、「Hart 氏のグループのアプローチ方法によ

るグラフェンの横方向の大きさが、SiC ウェハーのサイズではなく CVD 装置のサイズ

によってのみ制限されるという事実が大きな利点なのです。」と彼は言う。 
 

「これは高品質で丁寧に行われた実験です。」と Dimitrakopoulos はつけ加えている。 
 
 当該研究は Guardian Industries 社、国立科学財団、空軍科学研究局の支援を受けて

行われた。 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 望月 麻衣） 
 
出典：本資料は、米国マサチューセッツ工科大学 MIT News の以下の記事を翻訳した

ものである。 
“A new way to make sheets of graphene” 
http://newsoffice.mit.edu/2014/new-way-make-sheets-graphene-0523 
"Reprinted with permission of MIT News" 
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(1109-3) 
【蓄電池・ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ分野（蓄電池）】 
 
仮訳 
 

グラファイト層に移動のためのスペースを設けることが 
（ナトリウムイオン）蓄電池のアノードをより良くする(米国) 

2014 年 6 月 4 日 
 

リチウムイオン(Li-ion)蓄電池の需要が高ま

るにつれ、蓄電池産業は需給問題に直面するこ

ととなった。リチウム(Li)は豊富に存在する元

素ではなく、さらにリチウム鉱床の大部分はご

く一握りの国々にある。この二つの問題が、リ

チウムの長期的な使用可能性とコストを不確か

なものにしている。メリーランド大学

(University of Maryland)の Chunsheng Wang
准教授注１と John Cumings 准教授注２は 6 月 4
日号の Nature Communications 誌に発表した

論文注３で、リチウムイオン蓄電池アノード（負

極）の改造によって蓄電池メーカーがリチウムをより一般的な元素で代替できるようにす

る方法について説明している。 
 
 ナトリウム(Na)は地球上に豊富に存在する安価な元素で、リチウムと多くの性質を共有

しているが、現時点ではリチウムの代替物として使用することはできない。リチウムイオ

ン蓄電池の製造方法のうち最良のものは、多くの場合ナトリウムイオン(Na-ion)蓄電池の

製造に適さないことから、同蓄電池は研究者の好奇心をかき立てる存在にとどまり、これ

まで製品として市場に出回ることはなかった。 
 

最大の問題は原子のサイズである。ナトリウムイオンはリチウムイオンよりも大きいた

め、ナトリウムイオン蓄電池のアノード（正電荷を持つイオンが流れ込む部分）として使

用できる材料は限定される。純炭素の一形状であるグラファイト（黒鉛）はその最も優れ

た選択肢の一つで、リチウムイオン蓄電池においても最も普通に使用されている。グラフ

ァイトアノードにおいて、リチウムイオンはグラファイトの層構造の中へ電気化学的に容

易に挿入される（埋め込まれる）が、この層構造はナトリウムイオンを挿入するには狭く

窮屈であるため、グラファイトアノードのナトリウムイオン蓄電池は結果的に低性能・低

容量となる。 

 
透過型電子顕微鏡による初期状態のグラファイ

ト（左）と膨張化グラファイト（右）の画像。

縮尺バー（赤線）の長さは 10 ナノメートル。 
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 Wang 氏と Cumings 氏が見い出した解決策は、グラファイトを構成する個々の炭素層

の間のスペースを広げることである。両者の研究チームはまず初めに、強力な腐食性溶液

にグラファイトを曝して炭素層の間に酸素を詰め込み、一般的な工業材料であるグラファ

イト酸化物（酸化黒鉛）を生成した。酸素原子は各炭素層と結合し、炭素層の間隔を押し

広げる。しかし、この生成物は必然的に「詰め込み過剰」な状態にあり、ナトリウムイオ

ンが入り込む空間は残されていない。そこで、この物質をナトリウムイオン蓄電池での使

用に適したものにするには、酸素の一部を取り除く必要がある。 
 
 この第二の問題の解決策を生み出したのは、Department of Chemical and 
Biomolecular Engineering (ChBE) 注４の大学院生で上述の論文の第一著者である Yang 
Wen 氏であった。Wen 氏は膨張したグラファイト酸化物を高温に熱してアルゴンガスで

満たすことによって、分解反応を引き起こした。このプロセスでは、炭素と結合した酸素

が一酸化炭素(CO)または二酸化炭素(CO2)の形で分離され、さらにこれらの気体がアルゴ

ンガス流に取り込まれて除去される。Wen 氏の発見の重要なポイントは、同反応プロセス

における温度と継続時間の的確な組合せである。この技術によって、ナトリウムイオンが

入り込めるだけの酸素原子を取り除きながら、広がったグラファイトの崩壊を防止するの

に十分な量の酸素原子を残すことが可能になった。本プロセスは、例えるならば、高層ビ

ルで背が高い賃借人を受け入れるために全てのフロアをジャッキで持ち上げた後、余分な

足場を取り外して必要な支持柱だけを残すようなものである。 
 
 同研究チームが実験用蓄電池と透過型電子顕微鏡によるリアルタイム観察の両方で材料

試験を行った結果、広がったグラファイトで作製したナトリウムイオン蓄電池アノードは

良好なエネルギー密度を有し、2000 回の充放電サイクルの後も（初期容量比）73%の容量

を維持することがわかった。 
 
 ChBE 准教授の Wang 氏はこのように説明した。「広がったグラファイトは既に商業利

用されていますが、産業界ではこれと異なる生成方法を採用しています。もし Yang 氏の

生成手順を踏むならば、ナトリウムイオン蓄電池に適した広がったグラファイトになりま

す。」しかしながら、Wang 氏は次のことも付け加えた。「ナトリウムイオン蓄電池は、リ

チウムイオン蓄電池ほど高出力ではありません。同じ量の電力を得るためには蓄電池の数

を増やす必要がありますが、ナトリウムイオン蓄電池の方がはるかに低価格なので、その

分の費用は埋め合わせが可能でしょう。」 
 
 Department of Materials Science and Engineering 注５の准教授であるCumings氏も同

意する。「また、ナトリウムイオン蓄電池はリチウムイオン電池より重いので、今のところ

乗用車や航空機での利用には適していません。しかし、ビルやグリッド向けの電力貯蔵の
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ような、ただ設置するだけでよい設備については、1 ドル当たりの（供給）電力量がより

大きいという事実は強力なセールスポイントになります。」 
 
 同研究チームのメンバーは、Wang 氏、Cumings 氏、Wen 氏に加え、Kai He 氏（現在

は国立ブルックヘブン研究所(Brookhaven National Laboratory)に所属）、Yujie Zhu 氏

(ChBE)、Fudong Han 氏(ChBE)、Yunhua Xu 氏(ChBE)である。共著者の Isamu Matsuda
氏と Yoshitaka Ishii 氏（共にイリノイ大学(University of Illinois)に所属）が、同チーム

の還元プロセスを検証した。 
 
 本研究は、米国エネルギー省(U. S. Department of Energy) 注６の資金で設立された

Energy Frontier Research Center 注７の一つであるメリーランド大学の Science of 
Nanostructures for Electrical Energy Storage、Maryland Nanocenter 注８および

University of Maryland Energy Research Center 注９の支援を受けて行われた。 
 
詳細情報： 

Yang Wen, Kai He, Yujie Zhu, Fudong Han, Yunhua Xu, Isamu Matsuda, Yoshitaka 
Ishii, John Cumings & Chunsheng Wang. Expanded graphite as superior anode for 
sodium-ion batteries. Nature Communications 5, 4033. Published online 4 June 2014. 
DOI: 10.1038/ncomms5033. 
(http://www.nature.com/ncomms/2014/140604/ncomms5033/full/ncomms5033.html)  
 
 
注１：http://cswang.umd.edu/ 
注２：http://mse.umd.edu/faculty/cumings 
注３：文末の「詳細情報」内に記載のあるウェブサイトを参照のこと。 
注４：http://chbe.umd.edu/ 
注５：http://mse.umd.edu/ 
注６：http://energy.gov/ 
注７：http://efrc.umd.edu/ 
注８：http://nanocenter.umd.edu/ 
注９：http://energy.umd.edu/ 
 
 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 多胡 直子） 

出典：本資料は、メリーランド大学(University of Maryland)の以下の記事を翻訳したも

のである。 
“Room To Move: Spacing Graphite Layers Makes a Better Battery Anode” 
(http://www.research.umd.edu/news/news_story.php?id=8301) 
(Used with Permission of the University of Maryland) 
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(1109-4) 
【環境・省資源分野分野（環境化学）】   

【新エネルギー分野（燃料電池・水素）】 

 

仮訳 
 
 

大気中の CO2を使って水素を液体燃料に変換（スイス） 
2014 年 6 月 4 日 

 
 
 スイス連邦工科大学ローザンヌ校（ロ

ーザンヌ工科大学：EPFL）の科学者た

ちが、水素ガスを安全に貯蔵・運搬可能

な低引火性の液体燃料に変換する方法を

開発した。「未来の燃料」の実現に一歩近

づいた彼らの成功は Nature 
Communications 誌に発表された。 
 

 水素はよく未来の燃料と言われるが、水素ガスは高い爆発性により、高価な特殊コンテ

ナに圧縮して貯蔵し運搬しなければならない。それゆえ、水素は安全性、物流、採算性の

点から幅広い使用が極めて制限されている。しかし、EPFL の科学者たちによる研究に解

決策があるかもしれない。彼らは 2 つの化学反応をベースにしたシンプルなシステムを開

発した。最初の化学反応で、水素を貯蔵が容易でガソリンよりも引火性の低い蟻酸に変換

し、第 2 の化学反応で、（このプロセスを）逆行させ、水素に還元する。この技術のもう 1
つのアプリケーションとして、大気中の CO2を使って多数の有用な化学物質を合成するこ

とも可能である。 
 

Gabor Laurenczy 氏のチームは既に、蟻酸を水素ガスに変換するプロセスを開発してい

る。この方法はいくつかの論文の主題となり、その中の 1 つは Science 誌に掲載され、現

在は産業レベルの開発段階に入っている。しかし、完結した整合性のあるシステムは、逆

のプロセス、すなわち、水素から蟻酸への変換においても同様に必要とされる。EOS 
Holding 社から資金援助を受け、ようやくこのサイクルを完成させることができた。

Laurenczy 氏のチームの科学者たちは Nature Communications 誌の論文にこのプロセス

を記載した。 
 
 科学者たちは、水素と大気中の CO2から、1 ステップで蟻酸を合成した。これを成し遂

げるための従来の方法では、複数のステップを伴い、実施が複雑で望ましくない化学副産

物が発生する。 

 

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1109, 2014.8.18

11



 2 つの化学反応― 水素を蟻酸に変換し、再び水素に還元する― は、触媒によるもので

あり、変換においていかなる損失もないという利点があるため、本プロセスを持続可能な

デバイスの構築に使用することができる。 
 
 2 つの触媒反応により、研究者たちは完結した統合デバイスを構築するために必要な全

ての技術を手にしたことになる。Laurenczy 氏は、太陽電池からの電流で水を電気分解し

て水素を生成させ、蟻酸に変換して貯蔵し、最終的に夜間発電のために水素に戻す小規模

のエネルギー貯蔵ユニットを思い描いている。「私たちの方法はシンプルなので、一般家庭

のレベルで導入が可能です。」と彼は言う。 
 
 本技術のもう 1 つのアプリケーションとして、地球温暖化ガスである大気中の CO2を化

学合成のための基礎材料として活用することが可能である。蟻酸は繊維産業等の多様な有

機合成の基礎原料である。Laurenczy 氏が説明するように、「毎年大気中に放出される 35
ギガトンの CO2 の一部を捕捉し、それを物質の合成に使うことができるなんて、まさに

一石二鳥です。」 
 
 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 勝本 智子） 
 
 
 
出典：本資料は、スイス連邦工科大学ローザンヌ校の以下の記事を翻訳したものである。 
“Transforming hydrogen into liquid fuel using atmospheric CO2” 
http://actu.epfl.ch/news/transforming-hydrogen-into-liquid-fuel-using-atmos/ 
(Used with Permission of École polytechnique fédérale de Lausanne) 
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拡大写真 

NREL の科学者 Chunmei Ban 氏が同研究所内にある

Solar Energy Reserch Facility の材料研究室でリチウム

イオン蓄電池を組み立てている。 
写真提供：NREL、Dennis Schroeder 氏 

(1109-5) 
【蓄電池・ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ分野（蓄電池）】 
 
仮訳 

 
NREL がナノチューブを用いて蓄電池を増強(米国) 

2014 年 6 月 11 日 
 
 米国エネルギー省の国立再生可能エ

ネルギー研究所(NREL)は非常に小さ

なチューブとロッドを使って、携帯電

話、ノートパソコン、電気自動車等の

エネルギー源であるリチウムイオン蓄

電池のパワーと耐久性の向上に取り組

んでいる。成功すれば、蓄電池の寿命

延長と性能向上によって電気自動車の

コストに優位性がもたらされる。 
 
 Frost and Sullivan 社の分析調査に

よれば、六大陸での携帯電話の普及や、

2009 年の 10 億ドルから 2016 年には

140 億ドルのペースで成長する電気自

動車の世界市場等で見られるように、運輸や通信のリチウムイオン蓄電池への依存度は

世界的に高まってきている。 
 
 NREL エネルギー貯蔵グループは、エネルギー省、自動車用の蓄電池開発メーカー、

自動車メーカーと協力し、よりクリーンで安全な運輸の将来のためにリチウムイオン蓄

電池の性能と耐久性の向上を目指していると、同グループマネージャーAhmad 
Pesaran 氏は述べている。「ナノチューブを用いる方法は、リチウムイオン蓄電池の寿

命を延ばすと同時に性能を向上できる絶好の機会です。」と Pesaran 氏は言う。「蓄電

池の寿命と性能を向上させることで、電気自動車全体のコストを低減し、海外エネルギ

ー資源への依存度が下がります。」 
 
 リチウムイオン蓄電池は過熱、過重になりやすく、導電性や充放電速度の特性もあま

り優れていない。こうしたリチウムイオン蓄電池に特有の大きな課題に取り組むために、

NREL の科学者たちは結晶ナノチューブとナノロッドを製造した。 
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拡大写真 

NREL の科学者 Chunmei Ban 氏は電気化学貯蔵研究室

で、ナノ物質を用いてリチウムイオン蓄電池の改善に時間

をかけている。 
写真提供：NREL、Dennis Schroeder 氏 

 蓄電池の大きな改善に対する NREL の最新の貢献が、高性能で、結合剤を使用しな

い、カーボンナノチューブベースの電極である。この技術はすぐに産業界の注目を集め、

NanoResearch 社が大量生産に向けてライセンスを取得している。 
 
 ナノテクノロジーは原子または分子レベルの物質操作に及ぶ。どれくらい小さいかと

いうと、1 ナノメートルとは 1 メートルの 1/10 億であり、NREL のプロジェクトのナ

ノチューブ 1000 本を隣同士に並べたものが、人の髪の断面の幅に相当する。 
 
 さらに、NREL の科学者たちは小さくて役立つ物質を製造できるだけでなく、その

形状を特定の形に導くこともできる。ナノチューブとナノロッドを組み合わせることで、

電極寿命を縮めてしまう電極の膨脹と収縮を低減させた充電を可能にした。 
 
 「リチウムイオン蓄電池は鳥の巣だと考えてみてください。」と NREL の科学者

Chunmei Ban 氏は言う。「NREL のアプローチでは、ナノロッドを使って巣の内部を

改善すると同時に、巣の耐久性や回復力を維持できるようにします。」 
 
 蓄電池自体は変えず、「構造設計を変えて、化学特性を少し変えています。」と彼女は

言う。 
 
 NREL の 活 動 は エ ネ ル ギ ー 省

Vehicle Technology Office からの支援

を 受 け 、 Battery for Advanced 
Transportation Technologies (BATT)
プログラムの下で行われた、このプロ

グラムは、電気自動車のエネルギー源

となるリチウムイオン蓄電池のコスト

削減、性能と耐久性の改善に重点的に

取り組むもの。 
 
結合と電導の両方を担うカーボン

ナノチューブ 
 一般的なリチウムイオン蓄電池は電

子の電導と活物質の結合のためにそれ

ぞれ別の物質を使用するが、NREL の

方法ではカーボンナノチューブが両方

の機能を果たす。「これにより積載量を

改善します。つまり、同じスペースに

より多くのエネルギーを貯蔵し、蓄電
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池のエネルギー出力を高めることができます。」と Ban 氏は言う。「また、NREL の方

法は可逆性、つまり動作中に電流を使って蓄電池の再充電を可能にする化学反応を逆進

させる際にも役立ちます。もし耐久性と可逆性を改善することができれば、確実に節約

とコスト削減になります。」 
 
 単層カーボンナノチューブ(SWCNT)は高額であるが、この分野に取り組む科学者や

エンジニアは、SWCNT ベースの電極利用が拡大し、その価格も蓄電池として経済的な

レベルに下がることを確信していると Ban 氏は言う。 
 
 リチウムイオン蓄電池の内部では、リチウムイオンが電解質を通ってグラフェンアノ

ード内に出入りしている。イオンは耐久性はあるが不必要に密度が高いグラファイトの

カーボン層の間に注入される。同時に、電子はアノードからカソードへと電気負荷を通

じて蓄電池の外を流れていく。イオンを移動させることにより蓄電池内部の回路を閉じ

る電解質は充電式電池に欠かせない。電解質がなければ、蓄電池は正極と負極間の電導

を継続することができない。 
 
 金属酸化物やシリコンアノードなどの高エネルギー材料は、注入されたリチウムイオ

ンが電極材料から抽出された時に大きな体積変化を起こす。リチウムイオンが膨脹、収

縮し、集まった塊が互いに触れ合い、一体となって収縮し、崩壊が起きて発生したひび

割れが性能を損ない、電極が破損し、結果として寿命が短くなる。 
 
 特定の金属酸化物はグラファイト電極よりも優れた役割を果たす。しかし、エネルギ

ー容量と可逆的機能が改善される一方で、大幅な体積膨脹と内部構造破損が依然として

起きてしまう。 
 
 そこで NREL のチームは、地球上に豊富に存在し、安全、安価な鉄酸化物に着目し、

その優れた将来性を示した。しかし効率を高めるには鉄酸化物のナノ粒子を最適な大き

さにする必要があり、またそれを柔軟で回復力のある強いマトリクスで維持し、導電性

を最適化しながら大幅な体積膨脹に対処する必要があった。 
 
 NREL は SWCNT の持つユニークな特性を利用して、熱、重量、放電全ての課題を

一度に解決しようとした。「私たちはカーボンナノチューブの柔軟なネットワークを導

電性のあるロープ状の覆いとして使用しています。」と Ban 氏は言う。こうした覆いに

よって、収縮が起きても電子は鉄酸化物に到達でき、導電経路を弱めることなく維持で

きる。ナノ粒子の利用によって拡散距離が短くなり、充放電速度が高まる。豊富で安価

な材料を使用するということは、現在リチウムイオン蓄電池のカソードに使用されてい

るコバルト等の高価な材料の使用低減を意味しており、全体コストの低下につながる。 
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拡大写真 

リチウムイオン蓄電池等の充電式電池は、最大電位差で完全

に充電され、負荷に対して出力できる状態となる。電位差が

ゼロになると、蓄電池は使い果たされ再充電できる状態とな

る。 
写真提供：NREL、Joelynn Schroeder 氏 

より優れたアノードとカソードの開発 
 SWCNT と鉄酸化物を使った解決法によってグラファイトの 3 倍の出力密度が実現

し、グラファイトを利用した蓄電池の重量課題を解消すると同時に優れた性能が得られ

た。それまではナノチューブの覆いの内側で鉄酸化物粒子の不均一な分布が起きていた。 
 
 Ban 氏と NREL の同僚 Zhuangchun Wu 氏は熱水合成と真空ろ過を使い、一般的な

結合剤(接着力によって充放電サイクルに耐えられる)を必要とせずに高性能を維持で

きるリチウムイオンアノードを製造した。第一段階では電極を作る先駆物質として鉄酸

化物ナノロッドを作成した。Ban 氏と彼女の同僚たちは、SWCNT と鉄水酸化物ナノ

ロッドを 450℃で焼きなますことで鉄酸化物が生成されることを発見した。また、

SWCNT は全体重量のわずか 5%である。SWCNT は鉄酸化物粒子の形成を実際に促進

するだけでなく、両材料間の優れた物理的かつ電気的接触を確実なものにした。 
 
 カソード電極用にナノチューブに NMC(lithium nickel manganese cobalt oxide)を
組み込んだところ、ナノ粒子が優れた導電性を持った。その結果、このナノ複合材料は

500 回の充放電サイクル後にも初期の 92%の貯蔵性能を維持した。 
 
湿式化学合成技術によって理想の形が実現 
 ナノ材料を単純に蓄電池に組み込む

ことは簡単なことではないと Ban 氏は

言う。「これを機能させるには特別なプ

ロセスが必要です。」Ban 氏と彼女の同

僚 Wu 氏と Anne Dillon 氏は真空ろ過

プロセスを使って安価な鉄酸化物とカ

ーボンナノチューブを結合させている。 
 
 Ban 氏は自身が持つ湿式化学合成の

経験を、ナノ材料の形をロッド状にす

る課題に応用した。「私たちには合成条

件を変化させてナノ材料の構造や形を

実現させるノウハウがあります。」と

Ban 氏は言う。 
 
 頑丈な電極を製造するために、彼女たちはナノワイヤーとその周りを覆うナノチュー

ブの湾曲により良好となる結合ロッドの形を選んだ。著しく長く、非常に柔軟なナノ材

料でできた糸は、より優れた電極特性を決定づける。粒子を密着させたことで、その空

隙率が理想的な拡散を可能にしている。 
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寿命の長い蓄電池 
NREL によって考案された革新的な電極はリチウムイオン蓄電池の優れた容量、性

能、安全性に重要な意味を持つ。 
 
 NanoResearch 社への資金提供者であり、実績のあるナノ科学の商業化計画を持つ

David Addie Noye 氏は NREL を訪問してプロセスを見学し、この技術のライセンスを

取得すると決めた。結合剤不要の電極というナノ材料の化学的革新および製造プロセス

革新は、「リチウムイオン蓄電池産業が数十年間解決できずにいた根本的な問題を解決

する手助けになり、これは形勢を一変させる出来事です。」と彼は言う。 
 
 NREL 方法によってリチウムイオン蓄電池にもたらされた改善は、不安定な再生可

能電力を電力グリッドに組み込む際により重要性を増す定置型エネルギー貯蔵デバイ

スだけでなく、ノートパソコン、タブレット、携帯電話や携帯メディア等の携帯型家電

製品にも影響を及ぼす。 
 
 「私たちは新しい蓄電池を製造するのではなく、SWCT で覆われた金属酸化物アノ

ードを使って構造を少し変えているのです。」と Ban 氏は言う。「そうすることで積載

量、つまり重さと体積当たりのエネルギー出力を向上させます。」このプロセスによっ

て、メーカーや消費者が最も重要視する充電スピードは確実に速くなる。充電場所まで

行って蓄電池を充電し続ける回数が減ることになる。 
 
Learn more about NREL's Energy Storage research. 
さらに詳しい情報については NREL Energy Storage researchへ 
 
著者：Bill Scanlon 
 
 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 望月 麻衣） 
 
 
出典：本資料は、米国国立再生可能エネルギー研究所(NREL)の以下の記事を翻訳した

ものである。 
“NREL Bolsters Batteries with Nanotubes” 
http://www.nrel.gov/news/features/feature_detail.cfm/feature_id=13370 
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(1109-6) 
【蓄電池・ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ分野(蓄電池)】 
 
仮訳 

 

 
リチウム硫黄蓄電池は安価な蓄電池革命をもたらすか？ (米国) 

2014 年 6 月 3 日 NIST Tech Beat より 
連絡先：Michael Baum  
301-975-2763 
 
 
 ある産業廃棄物とわずかな樹脂を混ぜ合わせることが、次世代の蓄電池技術革命のレ

シピとなるかもしれない。米国立標準技術研究所(NIST)、(アリゾナ州ツーソン)アリゾ

ナ大学及び韓国のソウル大学の科学者らが、どこにでもある材料を組み合わせて数百サ

イクル後にも機能が劣化しない ∗、安価で大容量のリチウム硫黄蓄電池を開発した。 
 
 この新しい蓄電池の性能は、現在の市場において競争力を持つだろうと、NIST の材

料科学者の Christopher Soles は説明する。「この蓄電池の充放電サイクル 500 回後の

容量は、ラップトップコンピューターで現在利用されている蓄電池よりも決定的に優れ

ていることを示しています。」 
 
 蓄電池は、陽イオンがアノードとカソードの 2 本の電極間を往来することで電力を供

給し、電子が回路を動き回って有用な働きをする。過去 10 年において、小さなリチウ

ムイオンを使ったコンパクトな蓄電池がこれまでで最高のエネルギー密度を達成し、よ

り小さな容積により多量のエネルギーを詰め込んでスマートフォンや他のモバイル技

術をユビキタスにすることに役立っている。しかし、リチウムイオン蓄電池では、イオ

ンを収容するために通常酸化コバルトなどの酸化セラミック類からできているかさ高

いカソードを必要とするが、これが蓄電池のエネルギー密度を制限してしまう。そのた

め、長距離走行の電気自動車などのエネルギーを大量消費するアプリケーションでは、

リチウムイオン蓄電池技術は使えないことになる。 
 
 
 

∗ A.G. Simmonds, J.J. Griebel, J. Park, K.R. Kim, W.J. Chung, V.P. Oleshko, J. Kim, E.T. Kim, R.S. 
Glass, C.L. Soles, Y-E. Sung, K. Char and J. Pyun. Inverse vulcanization of elemental sulfur to prepare 
polymeric electrode materials for Li−S batteries. ACS Macro Lett. 2014, 3, 229−232 DOI: 
10.1021/mz400649w. 
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 そこでリチウムイオン蓄電池のよりスリムな親戚、リチウム硫黄蓄電池の登場である。

この蓄電池のカソードは、主に安価な石油精製廃棄物である硫黄からできている。硫黄

は原子レベルでの重さがコバルトの半分にも満たないものの、酸化コバルトに比べ、同

一容量に酸化コバルトの倍以上のリチウムイオンを詰め込むことができる。つまり、リ

チウム硫黄蓄電池はリチウムイオン蓄電池に比べて数倍高いエネルギー密度を持って

いる。しかし、硫黄カソードには 2 つの大きな弱点がある。硫黄は容易にリチウムと結

合して化合物となり、結晶化して蓄電池内部の動きを悪化させ、充放電サイクルを繰り

返すストレスにさらされると亀裂が入ってしまう。その結果、標準的なリチウム硫黄蓄

電池は数十回の充放電サイクル以内で使えなくなってしまう。これでは 1 日に 1 回の充

放電サイクルを数年繰り返すラップトップコンピューターや電気自動車での利用は不

可能である。 
 
 研究チームはより安定したカソードの開発するために、硫黄を摂氏 185 度に加熱し、

硫黄元素の八員環を溶融して長鎖にした。それから、硫黄の鎖を架橋する炭素系樹脂の

前駆体であるDIB∗∗と硫黄の鎖を混ぜ合わせて共重合体を作った。この製造プロセスが

ゴムタイヤを作るプロセスに似ていることから、研究チームはこれを「逆加硫」と呼ぶ。

ただ、両者で決定的に異なる点は、タイヤの場合は炭素を含有する材料がバルクを作り

上げ、硫黄はその中に点在するのみであることだ。 
 
 硫黄カソードに DIB を添加することで、カソードに亀裂が容易に入ることと、リチ

ウム硫黄化合物の結晶化が回避できる。科学者らが硫黄と DIB の様々な配合の比率を

試した結果、最適な比率では DIB の含有量が質量で 10～20%であることがわかった。

DIB の量を少なくするとカソードを保護する特性は得られず、電気化学的に不活性な

より多くの DIB が蓄電池のエネルギー密度を低下させ始める。 
 
 最適化したリチウム硫黄蓄電池の充放電サイクル 500 回の試験結果では、研究者ら

は 50%超の初期容量を維持していることを発見した。他の実験的なリチウム硫黄蓄電

池でも同様な結果を得られたが、それらのカソードはスケールアップにコストがかかる

より複雑な製造プロセスを必要とすると、アリゾナ大学及びソウル大学の化学者である

Jeffrey Pyun は説明する。それとは対照的に、研究チームが開発したポリマー製のカ

ソードに必要なものは、簡単に入手できる材料と中程度の熱のみである。「硫黄を選ん

でワンステップで溶かすと、ほらこのとおり、この樹脂ができるのです。」と Pyun は

説明し、次のように続ける。「私たちの研究室にいらっしゃることがあれば、5 分で作

ってさしあげますよ。」 

∗∗ ジイソプロペニルベンゼン(diisopropenylbenzene) 
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 それでも、リチウム硫黄蓄電池はすぐには店頭に並びそうにもない。Soles は、商業

向けの蓄電池技術には性能スペックを満たす以上のものが必要であることに言及する。

例えば、リチウムは空気に触れると燃焼することから、商業用のリチウム硫黄蓄電池は

全て上市の前に厳格な安全試験を受ける必要がある。  
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 松田 典子） 
 
 
出典：本資料は米国・国立標準技術研究所 (National Institute of Standards and 
Technology (NIST)) 、材料測定研究所(Material Measurement Laboratory: MML)の
以下の記事を翻訳したものである。 
“Lithium Sulfur: A Battery Revolution on the Cheap?” 
http://www.nist.gov/mml/msed/battery-060314.cfm  
NIST Tech Beat 6 月 3 日号 
http://www.nist.gov/public_affairs/tech-beat/tb20140603.cfm  
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(1109-7) 
【電子･情報通信分野（電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ）】 
 
仮訳 
 

華氏650度超の高温下でも機能する回路を設計(米国) 

プロセッサー、ドライバー、コントローラー、その他の回路の改良につながる研究 

2014 年 6 月 12 日 木曜日 
 

アーカンソー州フェイエットビル－アーカ

ンソー大学(University of Arkansas)の工学

研究者らは、摂氏 350 度（華氏約 660 度）を

超える温度に耐える集積回路(IC)を設計した。

米国国立科学財団(National Science 
Foundation: NSF)による資金供給（補助金）

を受けて行われた本研究は、パワーエレクト

ロニクス、自動車、航空宇宙で使用されるプ

ロセッサー、ドライバー、コントローラーお

よびその他のアナログやデジタルの回路の機

能向上をもたらすであろう。というのも、こ

れらの全ては高温または極度な温度下での作

動が必要とされるからである。 
 
 「この優れた耐久性のおかげで、標準的な

シリコン製部品では耐えられないような場所

にもこれらの回路を配置することができるのです。」と、Distinguished Professor の Alan 
Mantooth 氏は語る。「私たちが設計した回路ブロックは、信号処理、コントローラー、ド

ライバー回路の性能向上に貢献しました。これまでのところ、この研究成果は非常に喜ば

しいものです。」 
 

本研究が決定的に重要である理由は、米国内で生産される全電力の三分の一が、末端利

用者に届くまでに何らかの電力コンバーターやモーター駆動装置を通過するからである。

同研究チームが開発した回路によって、これらの機器に要求される過酷な環境条件下にお

いても綿密な統合制御を可能にする。また、本回路の使用により、システム全体の大きさ

と複雑さを縮減しつつ、これらのシステムのエネルギー効率を高めることも可能になる。 
 

 
炭化ケイ素のウエハーには、1000 個以上の回路

が埋め込まれている。 
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研究者らは、電子機器で使用される通常材料よりも頑丈な半導体材料である炭化ケイ素

(SiC)を用いた研究に取り組んだ。炭化ケイ素は極度の高電圧にも耐えられる上、優れた熱

伝導体でもあるため、冷却用の追加機器を要することなく高温下で作動する。 
 
 Mantooth 氏と、コンピューター工学教授

の Jia Di 氏が率いる本研究チームは、炭化ケ

イ素に広範囲温度設計技術を組み合わせるこ

とで、より優れた性能を達成した。同チーム

の研究は、多数の基礎的なアナログ、デジタ

ルおよび混合信号ブロック（例えば、炭化ケ

イ素技術を相補的に用いた位相同期回路）の

実装を電力と IC の分野で初めて実現した。

位相同期回路は、入力信号の位相と相関する

位相の出力信号を発生させる制御システムである。このような機能は、信号同期、周波数

合成、変調・復調方式等、多くの応用回路において非常に重要である。 
 
 本研究は、大学と産業界の研究パートナーシップによる知的協業体制の構築を通じて、

構想段階から具体的な研究結果や企業の試作品、製品へとイノベーションを進展させるこ

とを目的に策定された NSF の Building Innovation Capacity プログラムの一部として実

施された。このイノベーション・エコシステムの基盤を構成するのが、アーカンソー大学

とフェイエットビルのテクノロジー企業 Ozark Integrated Circuits 社および Arkansas 
Power Electronics International 社である。また、Raytheon 社も重要なパートナー企業

である。 
 
 Ozark Integrated Circuits 社は本回路技術の商品化を進めている。Arkansas Power 
Electronics International 社は、本回路の電力応用に注力している。 
 

本研究の資金は、Mantooth 氏と Di 氏がそれぞれ管理する二つの研究所から成るアーカ

ンソー回路設計センター(Arkansas Circuit Design Center)に提供されたものである。同

センターは、連邦政府の重点分野であるスマートグリッドと再生可能エネルギーに関する

技術研究開発の一環として出資を受けている、アーカンソー大学の National Center for 
Reliable Electric Power Transmission のミッションを支援している。このセンターは、

全米に数か所しかない大学の研究センターの一つで、米国の送電網の信頼性と効率の向上

を目的とする電子システムの研究を行っている。アーカンソー大学が有する先端電力工学

研究と、同大学の長期にわたる炭化ケイ素の研究に対して、米国エネルギー省(Department 
of Energy)は 2005 年から同センターへ資金を供与している。Mantooth 氏は同センターの

エグゼクティブディレクターである。 

 
アーカンソー大学の回路設計チームは昨秋、40
種類を超える炭化ケイ素回路機能の完成を祝っ

た。 
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Arkansas Power Electronics International 社は、防衛、航空宇宙、ハイブリッド車・

電気自動車等の市場において先進的な高性能エレクトロニクス製品を提供している。

Ozark Integrated Circuits 社は、極限環境下で遠隔探知や遠隔操作を行うための集積回路

の開発を行う半導体企業である。 
 

Mantooth 氏は、アーカンソー大学 College of Engineering の Mixed-Signal Integrated 
Circuit Design and Computer-Aided Design において、Twenty-First Century Chair の
職も務めている. 
 
 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 多胡 直子） 

出典：本資料は、アーカンソー大学(University of Arkansas)の以下の記事を翻訳したもの

である。 
“Researchers Design Circuits Capable of Functioning at Temperatures Greater than 
650 Degrees Fahrenheit” 
(http://newswire.uark.edu/articles/24488/researchers-design-circuits-capable-of-functio
ning-at-temperatures-greater-than-650-degrees-fahrenheit) 
(Used with Permission of the University of Arkansas) 
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(1109-8) 
【新エネルギー分野（燃料電池・水素）】 

 

仮訳 
 
 

燃料電池内の氷の直接観察に世界で初めて成功（スイス） 
2014 年 6 月 16 日 

 
Media Releases  Energy and Environment  Research Using Neutrons 

 
スイス・ポールシェラー研究所(PSI)の研究者

たちが、水素燃料電池内の液体の水と氷の分布

を直接画像化することに世界で初めて成功した。

研究者たちは、液体の水と氷の部分を極めて確

実に区別するために異なる中性子エネルギーを

持った 2 本のビームを連続して使用する新しい

画像技術を用いた。この方法により、氷が燃料

電池の孔に詰まって同電池性能に悪影響を与え

るという燃料電池を自動車の動力源として使用

する際の主要な問題の 1 つに対する研究の展望

が開かれる。PSI の科学者たちの研究結果は

2014 年 6 月の Physical Review Letters 誌に発

表される。 
 
水素燃料電池は、未来の個人用移動手段をより環境に優しいものにする潜在力がある。

燃料電池内で、「燃料」としての水素が電気化学的に酸素と反応し、電流を生み出す。副産

物は熱と水だけである。しかし、実際には水は燃料電池による走行に問題を引き起こす。

つまり、寒冷地では、エンジンを切ると水が凍り、性能に悪影響を与える。今回、世界で

初めて、PSI の研究者たちが開発した方法によって、燃料電池内の氷と水の分布の直接観

察が可能になり、氷の形成による問題をより効果的に研究し、最適な解決策を導く新しい

可能性が開かれることになる。 
 
氷の形成による問題 

 
 氷は燃料電池の電極の多孔質構造体に蓄積する。氷は酸素が陽極（カソード）に向かっ

て通り抜けることができる孔を詰まらせて電池の性能を低下させる。酸素がカソードに達

することができなければ、同電池が電気を作り出す電気化学的反応はもはや起こらない。

その結果、同電池の電圧が落ち込み、電力供給が停止する。また、多孔質の電極構造は、

 

摂氏 0度を下回る温度で予備加熱をせずに燃料電池の

スイッチを入れる実験中の研究者のPierre Boillat 氏
と Johannes Biesdorf 氏。 
写真提供：ポールシェラー研究所/ Mahir 
Dzambegovic 氏 
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水を燃料電池から流れ出させる。例えば、作動後に残った水分が夜間に凍りつく。すると、

氷は液体の水より体積が大きいため、氷の形成が燃料電池の部品に機械的な損傷を引き起

こす。 
 
2 本の異なるスペクトルを用いた測定 
 
 中性子を有する水の画像化は、中性子が水素原子

によって強く散乱（屈折）されることを利用してい

る。指向性の中性子ビームの強度は、水素を多量に

含んだ媒体を横断する際に極度に弱まる。新しい技

術である二重スペクトル中性子ラジオグラフィーで

は、こうした減衰の程度は水分子の運動エネルギー

によって決まる。凍った状態では、運動エネルギー

は液体の状態よりもはるかに低いため、液体の水を

氷と識別することが可能である。従来の中性子の実

験で水と氷を識別しようとした場合、事前に水の層

の厚さを調べておく必要がある。しかし、通常、燃

料電池ではそれは不可能である。そこで、研究者た

ちは 2 本の中性子ビームで連続して試料を測定する

という代替案を見つけ出した。 
 
 新しい画像技術により、研究者たちは異なる中性

子エネルギースペクトルを持った 2 本の中性子ビー

ムが水の分子によってどのように減衰するかを比較

することができる。これらのビームの１本は低エネ

ルギーの中性子しか含んでいないため、（減衰して）

取り除かれた。しかし、2 番目のビームは完全なエ

ネルギースペクトルを持った当初の形状のままで残

された。液体の水と氷の比率は、2 本のビームの減

衰の比率から導き出され、事前に水の層の厚さを調

べる必要はない。つまり、減衰の比率は、液体の水

と氷が中性子を偏向させる異なる力のみによって決

定される。それゆえ、水の状態はフィルターされた

中性子ビームとフィルターされていない中性子ビー

ムの測定値を比較することで割り出される。 
 
 

 

 
 
新しい中性子画像技術を使って、本研究

で測定された円筒形の水柱内の氷と水

の空間分布。赤は氷だけの存在を表し、

紫は液体の水だけを表す。 

コピーライト：米国物理学会 
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過冷却水を発見 

 
 PSI の中性子源 SINQ の中性子ビームライン ICON の測定から、PSI の研究者たちは

燃料電池内の水と氷の分布をマッピングできただけでなく、燃料電池内の水の挙動に関す

る古くからの仮説である、過冷却状態の燃料電池に水が存在することの直接の証拠を見つ

けることができた。過冷却とは摂氏 0 度以下でも水が凍らないことをいう。直接画像のお

かげで、新しい研究の著者たちは燃料電池内の水がマイナス 7.5 度で部分的に液体状で残

っているのを実証できた。「燃料電池内に過冷却水が存在するという証拠は理論的な見地か

ら重要だというだけでなく、実用化のために、氷の形成を心配する必要のない温度マージ

ンを把握できたことが成果です。」と Electrochemistry Laboratory の所長であり、本論文

の共同著者である Thomas Justus Schmidt 氏は語る。 
 
文：ポールシェラー研究所/Leonid Leiva 
 

 
PSI について 
 
ポールシェラー研究所(PSI)は、大規模で複合的な研究施設を設計し、建設し、運営すると

ともに、国内外の研究に活用することを可能にしている。研究所自身の主要な研究分野は、

物質と材料、エネルギーと環境、健康である。PSI は次世代のトレーニングにも取り組ん

でおり、スタッフの約 4 分の 1 は博士課程修了者や大学院生、実習生である。PSI は全体

で 1,900 名を雇用しており、スイスで最大の研究機関である。年間予算は約 3 億 5,000 万

スイスフランにのぼる。 
  

 

連絡先 

 
Prof. Dr. Thomas Justus Schmidt, Head of the Electrochemistry Laboratory, Paul 
Scherrer Institute,  
Telephone: +41 56 310 57 65, E-mail: thomasjustus.schmidt@psi.ch  
 
Dr. Eberhard H. Lehmann, Head of the Neutron Imaging and Activation (NIAG) 
group,  
Laboratory for Neutron Scattering and Imaging Laboratory, Paul Scherrer Institute. ,  
Telephone: +41 56 310 29 63, E-mail: eberhard.lehmann@psi.ch  
 
Dr. Pierre Boillat, Project leader Neutron imaging of fuel cells, 
Electrochemistry Laboratory, Paul Scherrer Institut,  
Telephone: +41 56 310 27 43, E-Mail: pierre.boillat@psi.ch  
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原著論文 

 
Dual spectrum neutron radiography: Identification of phase transitions between frozen 
and liquid water  
J. Biesdorf, P. Oberholzer, F. Bernauer, A. Kaestner, P. Vontobel, E. H. Lehmann, T. J. 
Schmidt und P. Boillat,  
Physical Review Letters, accepted paper.  
 
 
追加情報 

 
Electrochemistry Laboratory  
 
Laboratory of neutron scattering and imaging  
 
 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 勝本 智子） 
 
 
出典：本資料は、スイス・ポールシェラー研究所(PSI)の以下の記事を翻訳したものである。 
“Ice in fuel cells imaged directly for the first time” 
http://www.psi.ch/media/ice-in-fuel-cells-imaged-directly-for-the-first-time 
(Reprinted with permission of Paul Scherrer Institute) 
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(1109-9) 

【新エネルギー分野（太陽光発電）】 
 
仮訳 
 

豆腐の材料が太陽電池パネル製造に革新をもたらす可能性を発見 
(英国) 

2014 年 6 月 25 日 

 
豆腐や入浴剤を作るのに用いられる化学物質が、太陽電池の製造に使用される強毒性で

高価な物質に取って代わることができることを、Nature 誌に発表されたリバプール大学

(University of Liverpool)の研究が明らかにした。 
 
 現在、塩化カドミウムは、世界各地の何百万もの太陽電池パネルで利用されている（化

合物半導体）太陽電池技術の主要な材料である。この可溶性化合物は毒性が強く製造コス

トが高い上、製造時には作業員を保護するための複雑な安全対策が、そして後に太陽電池

パネルが不要になった際には専門業者による廃棄が必要とされる。 

 
Jon Major 博士と Stephenson Institute のスパッタリング成膜装置。この装置は、普通の窓ガラスを太

陽電池パネルに変容させる最初のステップである。画面を下へスクロールすると、同プロセスを解説する

動画を見ることができる。 
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無害で低コスト 

 今回リバプール大学の研究者が発見したのは、塩化カドミウムに、塩化マグネシウムが

取って代わることができるということである。塩化マグネシウムは海水から抽出され、既

に豆腐や入浴剤等の材料や道路の凍結防止剤として使用されている。 
 

塩化マグネシウムは無害であり、そのコストは塩化カドミウムが 1 グラム当たり 0.3 ド

ルであるのに対して同 0.001 ドルと、ごくわずかである。さらにこの研究では、同物質が、

高価で有毒なもう一つの選択肢（塩化カドミウム）に匹敵する効果があることも示された。 
 

 
 本研究を実施したのは、同大学の Stephenson Institute for Renewable Energyに所属す

る物理学者の Jon Major博士である。同氏は次のように語った。「今後、再生可能エネルギ

ーが化石燃料と競合するようになるには、コストが下がらなければなりません。これまで

に数々の大きな進展がありましたが、この論文で述べられている研究結果によって、さら

にコストを低減できる可能性があります。」 
 

今日製造されている太陽電池のうち最も安価なものは、不溶性物質であるテルル化カド

ミウムの薄膜をベースにしている。同物質のみを用いた場合、この種の太陽電池は太陽光

の 2%未満をエネルギーに変換するに過ぎないが、これに塩化カドミウムを加えることに

よって、変換効率は 15%超に向上する。 

 
訳注：この動画を閲覧するには、リバプール大学のウェブサイト内にある本記事の原文ページ

(http://news.liv.ac.uk/2014/06/25/watch-tofu-ingredient-could-revolutionise-solar-panel-manufacture/)
にアクセスしてください。 
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同等の変換効率上昇 

 しかし、同研究において、塩化マグネシウムが塩化カドミウムと同等の変換効率向上を

実現することが示された。 
 

Major 博士は語る。「塩化カドミウムの添加は研究室のドラフトチャンバーの中で行わな

ければなりませんが、私たちは作業台の上で、模型店で購入したスプレーガンを使って、

新たな方法で太陽電池を作製しました。」 
 

「塩化カドミウムは有毒で高価ですが、もう使用する必要はありません。それを自然発

生物質に置き換えることで、産業界が膨大な費用を節減できるだけでなく、太陽光発電の

全体的なコストを削減することができるでしょう。」 
 
 本研究は、英国工学・物理科学研究会議(Engineering and Physical Sciences Research 
Council: EPSRC)およびリバプール大学からの助成金を受けて行われた。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 多胡 直子） 

出典：本資料は、リバプール大学(University of Liverpool)の以下の記事を翻訳したもので

ある。 
“WATCH: Tofu ingredient could revolutionise solar panel manufacture” 
(http://news.liv.ac.uk/2014/06/25/watch-tofu-ingredient-could-revolutionise-solar-panel
-manufacture/) 
(Used with Permission of the University of Liverpool) 
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(1109-10) 
【蓄電池・エネルギーシステム分野(蓄電池）】 
 
仮訳 

 
Novel bromine battery: Small-scale demo, large-scale promise 

Low-cost, high-capacity, rechargeable battery could one day enable widespread 
adoption of intermittent energy sources such as solar and wind. 

Nancy W. Stauffer | MIT Energy Initiative 
MIT News 

 
新たな臭素蓄電池：小規模な実証で大きな期待(米国) 

低コストで大容量の蓄電池が太陽や風力などの断続的なエネルギー源の 
幅広い普及を可能とする 

2014 年 6 月 26 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
低コストで大容量のエネルギー貯蔵技術が利用できれば、現在のエネルギー展望が大きく

変わることになるだろう。エネルギー供給が豊富な場合に、一時的に電力を貯蔵して後に

供給が不足した場合に使用できれば、太陽や風力などの断続的なエネルギー源を幅広く利

用することが可能となり、中央と分散の両電力系統からの効率的で安定したエネルギー供

給が確実となり、開発途上国用や可動式な生産工程用の持ち運びできるエネルギー貯蔵を

  
左から：PhD’14 William Braff、現在 Exponent, Inc.; 化学エンジニアリング・数

学の Martin Z. Bazant 教授; そして 機械エンジニアリングの Cullen Buie 准教

授は共同で、将来太陽や風力などの断続的な再生可能エネルギー源の幅広い普及

を可能とさせる低コストで大容量の蓄電池を開発している。 

写真：Stuart Darsch 
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可能にする。蓄電池や燃料電池などの電気化学的なシステムは、エネルギー貯蔵に期待さ

れている。必要な場所に設置して、急速かつ効率的に充放電することができるためだ。太

陽光発電や風力発電ファームと組み合わせれば、太陽が照りつける時や風が吹く時に電力

を貯蔵して、日が陰り、風が止まれば直ちに電力を供給できる。 
 
 だが、最高の性能を有する電気化学的デバイスは、通常では合理的なコストで大容量貯

蔵が不可能である。例えば、トラック一台分のリチウムイオン蓄電池は十分なエネルギー

供給できるが、コストが高すぎる。「現在、再生可能エネルギー技術の展開に必要なものは、

例えば、もっと優れた太陽電池ではなく、コスト効果的にエネルギーを貯蔵する方法です。」

と機械エンジニアリングの Cullen Buie 准教授は説明する。 
 
 
有望な化学反応、有望な設計 

 
 大規模な電気化学デバイスの研究で、水素(hydrogen)と臭素(bromine)を使ったシステム

に今般多くの注目が集まっている。これらの反応剤の組合せは、いくつかの素晴らしい特

長を提供してくれる。臭素は安価で入手が容易で、しかもリチウムなどの賦存量に比して

豊富に存在する。臭素はまた極めて「電気的にネガティブ」、つまり他の電子を引きつけよ

うとし、その一方で水素は喜んで電子を提供するのだ。そのため、これらの物質間で起こ

る化学反応は極めて急速である。これは、燃料電池などの多くの大容量電気化学デバイス

で起こる水素と酸素の反応よりも高速である。そして電子が水素から臭素へと外部の回路

を通って移動する際に大量の電流が流れる。しかし、ここには問題がある。水素と臭素が

自然に反応すると、反応エネルギーが廃熱として浪費されてしまう。そのため通常電気化

学システム設計者らは高価な膜を使って水素と臭素を分離させるが、この膜はデバイス中

で生成される臭化水素酸で徐々にダメージを受ける。30 年にわたる水素・臭素フロー蓄電

池でほとんど進歩がなかったのは、この理由からだった。 
 
 Buie 准教授および機械エンジニアリングと数学の Martin Z. Bazant 教授、そして PhD 
‘14 の William Braff にしてみれば、このような背景で当然導かれる答えは膜を取り除くこ

とだった。こう考えたのは彼らだけではない。その化学的性質にも関わらず、膜は扱いが

困難で高価である。そのため研究者グループは過去 10 年間において、膜を使わずに流体

メカニズで反応剤を分離させる、層流の物理的現象を利用した電気化学システムを設計し

てきた。適正な環境下では、2 本の溝の液体同士がほとんど、またはまったく混ざること

なく並行して流れる。しかし多様な化学物質を使った膜の無い発電装置(燃料電池)では、

膜のある発電装置(燃料電池)ほどの出力密度を達成したものはない。「だから、この膜無し

の構造は、おそらく商業的には実現不可能で、学術的な観点からは広く興味深いものと考

えられていました。」と Bazant 教授は説明する。 
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新しい組合せ 

 

 Buie 准教授と当時は機械エンジニアリングの大学院生で、現在は Exponent 社のアソシ

エートである Braff 博士は、4 年前にある新しいアイデアについて模索し始めた。それは

水素と臭素の化学反応を膜の無いセル構造と組み合わせることであった。「私たちのアイデ

アは、このような限られた技術を取り上げてそれらを統合し、それぞれが個々でできるこ

とよりも優れた何かを獲得することでした。」とBuie准教授は語る。彼らのアプローチは、

水素・臭素発電装置(燃料電池)開発を制限していた膜を取り除き、膜の無いセルの性能を

減退させていた従来の酸素ベースの化学反応を代替できるかもしれない。 
 
 このアイデアには、水素・臭素反応の可逆性のおまけがついてきた。膜の無いセルのほ

とんどでは、注入される反応剤と出てくる生成物が異なる。そのため、これらのシステム

は通常、継続して新しい反応剤の注入を必要とする「片道」の発電装置(燃料電池)である。

水素・臭素の化学反応では、反応結果で得られるものは電解質そのものである。外部電源

からの電力と共にこの電解質を燃料電池で再利用すると、水素と臭素が生成されてシステ

ムを再充電する。このように、「クローズド・ループ」のモードで運転できるようになり、

史上初の膜の無い蓄電池が可能となる。 
 
 この新しいアイデアの実現可能性を調べるため、Buie 准教授と Braff 博士は膜の無い水

素・臭素システムの理論研究に一年間を費やした。そしてその見込みある結果に基づき、

彼らは Bazant 教授と組んで同教授のモデリングの専門知識をこのプロジェクトに取り入

れ、このコンセプトの実験を行った。 
 
 
蓄電池の設計と運転 
 

図 1 
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上の(スライドショーの)図 1 に、実装システムを示す。システム上部には少量の白金(Pt)
触媒を含んだ多孔質のアノードが、底部には固体グラファイトカソードが位置する。これ

らのアノードとカソードの間には、水中に懸濁するマイナスに帯電した臭素とプラスに帯

電した水素の電気的にニュートラルな組合せの臭化水素酸(HBr)の電解質が流れる。 

 

 ダイアグラムには、蓄電池の放電 (つまり電力供給) モードの運転を示す。臭化水素酸

電解質は左側のメインの溝に入り、上部と底部の 2 本の電極の間を流れる。多孔質アノー

ドの底部表面上にある疎水性の金属メッシュが電解質の浸透を防ぐ。電気的にニュートラ

ルな水素ガス(H2)、つまり燃料は、上部を流れ、そのうちのいくらかは多孔質アノード中

に入り込む。同時にさらに臭化水素酸が、少量のニュートラルな分子の臭素(Br2)、つまり

電子を取り込もうとするオキシダント(酸化剤)を伴って別の溝に流れ込む。この 2 本の溝

に流れる液体は、ほとんど混ざること無く並行して流れる。 
 
 アノードでは、白金が触媒反応で水素ガスを分解し、プラスの水素イオン(H+)とマイナ

スの電子(e-)ができる。水素イオンと電子は、それぞれ異なる経路を通ってカソードへと移

動する。水素イオンは電解質を通過するが、電子は流れることができないため外部の回路

を通り、その途中でデバイスに電力を供給する。カソードでは臭素が急速に電子を拾い上

げてマイナスに帯電する。マイナスの臭素は溶液中のプラスの水素イオンと結びつき、電

解質となる臭化水素酸を作っていく。 
 
 充電中には、臭化水素酸は外部電力供給からの電子と共に蓄電池に送り返される。水素

イオンはアノードへと戻り、そこで水素分子となり、臭素分子はアノードで改質される。

これでシステムがリセットされる。 
 
 層流を利用する際の主要な課題は、各反応剤が「間違った」電極に流れないようにする

ことである。交差混合(crossover)として知られるこの現象は、特にアノードの高コストな

触媒を損傷する可能性がある。今回の新たな設計では、金属のメッシュが液体電解質へと

水素ガスが入り込むことを防ぐ。しかし、問題は臭素である。研究者らは新たな数値モデ

ルを使って、このフロー蓄電池内部のいろいろな場所で臭素分子の濃度を予測した。図 1
の色の付いた部分にその結果が示されている。白色が臭素の高濃度の部分を表している。

黄色からオレンジ色に移るに従って濃度は減少し、黒色の域ではゼロとなる。 
 
 この図 1 では、カソードに沿って臭素が激減して臭化酸素酸へ変化することが示されて

いる。臭素の濃度は、電解質の溝への拡散の結果、電解質の隣でも減少している。臭素は、

十分な時間があれば最終的にアノードに到達して、不要な交差混合をもたらしてしまう。

しかし、今回の設計では、反応剤はそれが発生するかなり前にシステムから抜け出す。「臭

素がアノードにまったく近づいていないことが確認できます。」と Buie 准教授は言う。「私
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たちは、これを望んでいたのです。」 
 
 
最初の実証とコスト予測 
 
 膜の無い水素・臭素コンセプトの最初の試験として、Braff 博士は下に示す小型の実証

用蓄電池を設計・構築した。この蓄電池は 0.8mm 離れた 2 本の電極と、それらの電極の

間の 1.4cm の溝と反応剤をデバイスへと誘導する注入口から構成される。同博士はこの蓄

電池で、流量や反応剤の濃度を変化させて一連の実験を行った。この実証用蓄電池は、最

適化を施す前でも常温常圧下で 795 mW/cm2 の高エネルギー密度を達成した。この性能は

膜を使用した最高性能の水素・臭素蓄電池に匹敵し、さらにこれまでのどのような化学物

質を使った膜の無い蓄電池よりも 2～3 倍優れている。 
 

 
 
 この実証用蓄電池を効率的に充電できるポテンシャルも同時に期待できる。現在、研究

者らは、反応剤をデバイス内で充電サイクル用に再利用するクローズド・ループモードで

の運転試験を実施している。しかしすでに先行の作業で純粋な臭化水素酸と電気を流して

逆作用の試験を実施し、水素と臭素を作ることで出発原料の回収に成功している。順作用

と逆作用の両モードの実験結果を組み合わせることで、研究者らは図 2 のダイアグラムを

作成した。このダイアグラムでは、反応剤の 3 パターンの濃度の出力密度に応じた往復の

電圧効率を示す。最高濃度では、200 mW/cm2 で往復電圧効率 90%超の最も高い出力密度

を達成した。これはピーク出力の約 25%である。このような初期結果は、高出力での効率

的な充放電サイクルのポテンシャルを証明している。 

上：液体臭素と炭素カソードを含

む水素臭素蓄電池の主要部品。

下：組み立てられた小型のプロト

タイプ 
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研究者らによる最初のコスト予測もまた、有望である。プロトン交換膜を有する従来の

水素・酸素燃料電池では、触媒と膜だけでキロワットアワー当たりのコストの半分を占め

ている。今回の新たな水素・臭素蓄電池は膜やカソードの触媒を必要とせず、アノードの

触媒も極少量である。また、この蓄電池は出力密度が高いため、システム規模に見合った

出力低減が可能なので、さらにコストが低減する。「従ってコストが劇的に低減します。私

たちの研究はこの動機がベースとなっています。」と Bazant 教授は述べ、次のように続け

る。「電力事業者らにとってうまみのあるコストで、エネルギー貯蔵手段を提供するポテン

シャルをこのシステムが有していると、また、このシステムが初めてそれを実現できると

考えています。」 
 
 
さらなる改善 

 
 研究者らはこのシステムの向上を引き続き実施している。例としては、2 本の電極の位

置を接近させることでエネルギー密度をさらに向上させようとしている。このシステムで

起こる全ての化学反応は極めて速いため、その高い導電性と膜の不使用にもかかわらず、

水素イオンが電解質の流れを横切るのに時間を要することが、このシステムの主な限界要

因である。 
  
 研究者らはさらに、クローズド・ループモードの運転で臭素が再利用される際に、電解

質に臭素が絶対に混ざらないようにする、まったく新しい蓄電池構造も開発している。「こ

の新しい設計は今回の設計のコンセプトに基づいていますが、まったく異なる構造をして

います。私たちは新たな境地へと踏み出したところです。そしてこれまで誰も行ったこと

のないところへ行こうとしているのです。」と Bazant 教授は説明する。現時点でのこのシ

図 2：この水素・臭素蓄電池の充放電効率の初期

試験として、研究者らは放電モードで運転し、

それから未使用の臭化水素酸を使って充電モー

ドで運転して反応剤を回収した。図中の 3 曲線

は、臭化水素酸と臭素の様々な濃度での出力密

度に応じてこれらのプロセスを組み合わせた場

合の効率を示す。出力密度は最高濃度で最も高

く、往復電圧効率は出力密度 200 mW/cm2 で

90% を超えた。 
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ステムの課題は全て、同教授が既知の物理的現象と呼ぶものが関与している。「私たちが望

むような性能が得られない場合には、それを改善するために溝の形状や流れの速さの再設

計を支援する予測モデルがあります。」と同教授は言い、次のように言い添える。「解決可

能な問題ですよ。」 
 
 本研究は MIT Energy Initiative Seed Fund Program、National Defense Science and 
Engineering Graduate Fellowship Program を通し米国国防総省、および Massachusetts 
Clean Energy Center Catalyst Program より資金提供を受けて実施した。  
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 松田 典子） 

 
出典：本資料は、マサチューセッツ工科大学(Massachusetts Institute of Technology)の以

下の記事を翻訳したものである。 
“Novel bromine battery: Small-scale demo, large-scale promise” 
(http://newsoffice.mit.edu/2014/novel-bromine-battery-small-scale-demo-large-scale-pr
omise)  
(Reprinted with permission of MIT News: http://newsoffice.mit.edu/) 
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(1109-11) 
【蓄電地・エネルギーシステム分野(蓄電地)】 

 

仮訳 
 
 

より多くの細孔でより多くの電力を（ドイツ） 
2014 年 6 月 30 日 

 
いつになったら蓄電池に補給充電する必要なく電気自動車でドイツの全長を走れるように

なるのだろうか。今回、ミュンヘン大学（LMU）のNIM Cluster注とカナダ・オンタリオ

州にあるウォータールー大学の化学者たちが最先端のリチウム硫黄蓄電池につながる新材

料を合成した。 
 

自動車交通の未来が静かな音の電気自

動車になるかどうかは、蓄電池の開発に

よるところが大きい。現在、産業界はそ

の希望の大半を、非常に高い蓄電容量を

有するリチウム硫黄蓄電池に置いている。

また、リチウム硫黄蓄電池は、硫黄原子

を含有するおかげで、従来のリチウムイ

オン蓄電池のパワーパックより製造が安

価で毒性が低い。 
 
しかし、リチウム硫黄蓄電池が車に組

み込まれるようになるには、依然として

解決されなければならない幾つかの主要な課題がある。例えば、リチウム硫黄蓄電池がリ

チウムイオン蓄電池に現実に取って代わるためには、想定される充放電サイクルの速度と

サイクル数を増大する必要がある。 

 
硫黄のための多くの細孔 

 
 Nanosystems Initiative Munich(NIM)の Energy Conversion Division のコーディネー

ターであり、chemists Professor である Thomas Bein 氏(LMU)と Linda Nazar 教授（ウ

ォータールー大学、Waterloo Institute of Nanotechology）とその研究仲間が、新しいタ

イプのナノファイバーの製造に成功した。このナノファイバーは高度に規則正しく配列さ

注 NIM：Nanosystems Initiative Munich  
         ナノ科学分野の研究クラスター、連邦政府と州政府から財政支援されたドイツ学術振興会の

Excellence Initiative の 1 つ。 

 

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1109, 2014.8.18

38



れた多孔質構造により、並外れて高い表面積対体積比を有する。それゆえ、角砂糖サイズ

の新材料のサンプルで、テニスコート 7 面を超える表面積となる。 
 
 「高い表面積対体積比と高い細孔容積は重要です。それによって、比較的高い充填で細

分化されて硫黄が電極に結合することができるからです。アクセスの良さと合わせ、これ

が充放電サイクル中に生じる電気化学反応の効率を増大させます。電子とイオンの両方を

含む、硫黄電極－電解質界面での鍵となる反応速度は有効な全表面積に大きく依存するの

です。」と、ベイン氏の研究機関のポスドクで新研究の第一共同執筆者である Benjamin 
Mandlmeier 氏は説明する。 
 
秘密のレシピ 

 
 合成の新しいレシピと巧みな設計方式が、新材料の特性を決める重要な要素となる。炭

素繊維を合成するため、化学者たちはまず、市販の非多孔質繊維から始めて多孔質の管状

シリカ・テンプレートを準備する。それを炭素、二酸化ケイ素、界面活性剤の特別な混合

物で満たし、摂氏 900 度で熱する。最後に、エッチングプロセスでテンプレートと二酸化

ケイ素は取り除かれる。同工程において、カーボンナノチューブ、つまり、細孔の大きさ

は、制限するテンプレートがない場合よりも少し大きさが縮小し、それに対応して繊維自

体はより安定的となる。 
 
 「ナノ構造材料は電気エネルギーの効率的な変換と貯蔵にとって大きな可能性がありま

す。」と Thomas Bein 氏は語る。「我々、NIM Cluster は、このような構造の特性及び実

用アプリケーションを探求し、活用するために、引き続きバイエルン州 SolTech Network
の研究員と緊密に連携していきます。」 
 
 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 勝本 智子） 
 
 
出典：本資料は、ドイツ・ミュンヘン大学(LMU)の以下の記事を翻訳したものである。 
“More pores for more power” 
http://www.en.uni-muenchen.de/news/newsarchiv/2014/bein_energy_storage.html 
(Reprinted with permission of Ludwig-Maximilians-Universität München) 
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(1109-12) 
【新エネルギー分野（燃料電池・水素）】 
 
仮訳 

 
ニューヨークエネルギー週間において 

ARPA-E が 13 件の新プロジェクトを発表(米国) 
 
2014 年 6 月 19 日（木） 
ARPA-E「REBELS」プログラムの分散型電源の革新的技術開発に対して 3,300
万ドルの資金提供。 
 
 【ニューヨーク州New York】本日、ニューヨークエネルギー週間(New York Energy 
Week)においてARPA-E(エネルギー省エネルギー高等研究計画局)代表代理のCheryl 
Martin氏は、低コストの分散型電源に用いるトランスフォーマティブな燃料電地の技

術開発を目的とした新プロジェクト 13 件に対して 3,300 万ドルの資金提供を行うと発

表した。同プロジェクトは電力グリッドの安定性向上や、断続的な再生可能エネルギー

技術との調和、電気化学的な分散型電源システムを使ったCO2排出削減に重点的に取り

組むもので、資金提供はARPA-Eの新プログラムReliable Electricity Based on 
ELectrochemical Systems (REBELS)を通じて行われる。 
 
 「この 13 の REBELS プロジェクトは、進化しつつある米国の電力グリッドを転換・

近代化するうえで、ARPA-E がいかに革新的技術の選択肢を開発しているかを示す良い

例となります。」と代表代理の Martin 氏は言う。「こうした分散型電源技術によって、

米国のエネルギー生産や貯蔵のあり方が根本的に変化するかもしれません。」 
 
全 13 プロジェクトの詳細についてはこちらを参照 
 
 燃料電池（燃料源の化学エネルギーを電気エネルギーに変換するデバイス）は、消費

地近くで発電を行う分散型電源システムにとって最適なものである。分散型電源システ

ムは、現在一般的な大規模集中型の発電施設や発電所の代替として提案されている。集

中型発電システムは優れたスケールメリットがある一方で、供給元から配給ポイントま

でに長い送電距離が求められることが多く、電力グリッドの至る所で効率損失を起こし

ている。その上、再生可能エネルギー源を集中型システムに集積するのは簡単なことで

はない。 
 現在、最新の燃料電池研究のほとんどは電力事業用に高温で作動するか、自動車技術

用に低温で作動するかのどちらかの技術に重点を置いている。ARPA-E の新プロジェク
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ト REBELS は低コストの Intermediate-Temperature Fuel Cells(中温型燃料電池: 
ITFCs)に重点を置き、次の 3 つの技術的アプローチを重視している。 
 
 1 つ目のアプローチが、分散型電源システムでの使用に適した効果的で信頼性のある

ITFCs を、安価な材料およびシステム構成機器で製造することである。例として、カ

リフォルニア州 Pasadena に拠点を持つ SAFCell 社が電極の希少金属を減らし、さら

にカーボンナノチューブや金属有機構造体(MOF)をベースとする新しい触媒を開発す

ることで低コストの固体酸形燃料電池の開発を行う。 
 
 2 つ目の REBELS プロジェクトのアプローチは、システムレベルではなくデバイス

レベルで ITFCs と電力貯蔵を統合し、一時的な電力負荷に対して蓄電地のような反応

を可能にすることである。例として、南カリフォルニア州 Columbia にある南カリフォ

ルニア大学のプロジェクトチームが新たに発見したセラミック電解質とナノ構造を持

つ電極を、一つのデバイスとして統合し、電力の生成と貯蔵の両方を高効率により低温

で作動するセラミックベースの燃料電池の開発を行う。 
 
 3 つ目が、余剰エネルギーを使ってメタンや他のガス状炭化水素を液体燃料に変換す

る ITFCs の開発である。例として、ユタ州 Salt Lake City の Materials & Systems 
Research 社が触媒をより効果的に利用して天然ガスを電気化学的に 1 ステップで電気

や液体燃料に変換し、さらに、すぐに量産化が可能な費用対効果のあるプロセスを用い

ることで製造コストを下げる。 
 
 Advanced Research Projects Agency-Energy (エネルギー高等研究計画局: ARPA-E)
はエネルギー省内にある政府局の一つで、米国の将来のエネルギー技術を創造する革新

的アイデアに対する資金提供を行っている。ARPA-E に関する詳細及びこれまでに発表

された ARPA-E 助成金制度については http://arpa-e.energy.gov/へ。 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 望月 麻衣） 
 
出典：本資料は、米国エネルギー省エネルギー高等研究計画局 (ARPA-E)の以下の記事

を翻訳したものである。 
“ARPA-E Announces 13 New Projects at New York Energy Week” 
http://arpa-e.energy.gov/?q=arpa-e-news-item/arpa-e-announces-13-new-projects-ne
w-york-energy-week 
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(1109-12-1) 
【新エネルギー分野（燃料電池・水素）】 
 
仮訳 

 

Reliable Electricity Based on Electrochemical Systems – REBELS 
(電気化学システムをベースとした信頼できる電力) 
 
プロジェクト概要 

 
カテゴリーI: 分散型電源向け中温型燃料電池 
Redox Power Systems 社－メリーランド州 Fulton 
低温型固体酸化物形燃料電池－$5,000,000 
Redox Power System 社は、高出力密度を維持し、より早い起動・停止サイクルを可能

にするとともに、400℃を目標とする中温で作動する燃料電池を開発する。従来、単体

では不安定であった酸化物材料を組み合わせた新たな二層電解質構成により、安定性を

維持しながらシステム出力密度を高める方法にこうした材料を使用することができる。

また、Redox 社の新材料構成を商業用燃料電池に組み込むことで、作動温度を下げるこ

ともできる。この燃料電池は起動時間が 10 分未満で、電力需要に対しての反応がより

早くなる。 
 
SAFCell 社－カリフォルニア州 Pasadena 
固体酸形燃料電池スタック－$3,700,000 
SAFCell 社は、250℃で作動し、希少金属触媒をほとんど使用しない固体酸形燃料電池

(solid acid fuel cells: SAFCs)を開発する。電極に使われるプラチナ等の希少金属を減ら

し、さらにカーボンナノチューブと金属有機構造体(MOF)をベースとした新たな触媒を

開発することによって、システムにかかるコストを大幅に下げる。提案されている

SAFC スタック設計は一般的な燃料不純物に耐える燃料電池の作成を牽引するもので、

分散型電源アプリケーションにとって理想的なものとなる。 
 
オークリッジ国立研究所－テネシー州 Oak Ridge 
固体酸形燃料電池スタック用のナノ複合材電極－$2,750,000 
オークリッジ国立研究所(ORNL)は、250℃で作動し、総表面積が大幅に増加した多孔

質カーボンナノ構造を持ち、高価なプラチナ触媒の使用量を減らす燃料電池電極の再設

計を行う。また、既存の燃料改質器がより低い温度でも効率的に作動するよう改良し、

燃料電池と結合して、システムレベルでの低コスト化を図る。ORNL のイノベーショ

ンにより、安価な触媒を利用して国産燃料による効率的な分散型発電を可能にする。 
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United Technologies Research Center－コネティカット州 East Hartford 
金属担持プロトン伝導による固体酸化物形燃料電池スタック－$3,200,000 
United Technologies Research Center (UTRC)は、ビルの暖房・給湯と電力システム

を一つに統合する住宅向け中温型燃料電池を開発する。現在の金属担持燃料電池には高

温電解質が用いられているが、中温電解質を使うことで 500℃での作動が可能になると

同時に、再設計されたセル構造の効率性は向上し、UTRC システム全体のコストを低

減できる。 
 
Colorado School of Mines－コロラド州 Golden 
燃料フレキシブルなプロトンセラミック形燃料電池スタック－$1,000,000 
Colorado School of Mines (CSM)は水素イオンと酸素イオンを混合した電解質を開発

し、燃料電池の 500℃未満での作動を可能し、今日のセラミック形燃料電池から脱却す

る。加えて、最近開発されたセラミック処理技術を活用することで燃料電池製造コスト

を下げ、製造工程を 15 段階から 3 段階に減らすことで複雑性を低減し、分散型電源に

適した低コスト電力を供給する。 
 
Georgia Tech Research 社－ジョージア州 Atlanta 
メタンを効率的に利用する燃料電池－$1,000,000 
Georgia Tech Research 社は、全てのセル部材にナノ構造材料を使用することにより、

作動温度が 500℃未満の燃料電池を開発する。直接メタンを処理できる電極を製造し、

システム性能を損なうことなく電池温度を下げるナノ複合材電解質を開発する。こうし

た進歩により、分散型電源向け燃料電池を中温で効率的に作動させることができる。 
 
パロアルト研究所－カリフォルニア州 Palo Alto 
改質装置のいらない燃料電池－$1,500,000 
パロアルト研究所(Palo Alto Research Center : PARC)は広く多様なカーボンベース燃

料の使用が可能な中温型燃料電池を開発する。同設計には、酸素をほぼ全ての燃料と直

接反応する形態で輸送できる新たな電解質膜システムが含まれている。この膜のお陰で

個別の燃料改質システムが不要となり、全体コストが抑えられる。また、PARC の電池

は 200-300℃という比較的低温で作動するため、既存の高温型燃料電池が有する長期耐

久性の問題を解消できる。 
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カテゴリーII: 負荷追従型の中温型燃料電池 
SiEnergy Systems 社－マサチューセッツ州 Cambridge 
ハイブリッド燃料電池蓄電地の電気化学システム－$2,650,000 
SiEnergy Systems 社は多機能電極を使い、これまで存在しなかった燃料電池と蓄電池

の両方の機能を持たせたハイブリッド電気化学システムを開発する。同システムは燃料

電池モード時に炭化水素燃料から電気を直接作り出す。蓄電モード時にはエネルギー需

要の変化に対して一般的な燃料電池よりも素早く反応し、貯蔵能力を発揮する。

SiEnergy 社の技術は 300-500℃という比較的低温で作動し、既存の高温型燃料電池よ

りも耐用年数の長いシステムとなる。 
 
カリフォルニア大学ロサンゼルス校－カリフォルニア州 Los Angeles 
動的応答能力を持った燃料電池－$1,000,000 
カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)は、負荷追従性能を向上させる、蓄電地の

ような機能を持った低コストの中温型燃料電池を開発する。同燃料材料に用いられる新

たな金属酸化物電極材料が有する優れたエネルギー貯蔵能力と充放電サイクルの安定

性を利用し、分散型発電システムにとって理想的な燃料電池を作る。また、UCLA の

新材料は高い触媒活性を有しているため、システム全体コストを低減できる。 
 
サウスカロライナ大学－サウスカロライナ州 Columbia 
二機能セラミック形燃料電池エネルギーシステム－$3,200,000 
サウスカロライナ大学は、発電と貯蔵の両方を高効率に行うセラミックベースの中温型

燃料電池を開発する。同デバイスでは新たに発見されたセラミック電解質とナノ構造電

極を統合し、500℃未満の温度で作動できるようにする。同燃料電池のユニークな設計

には電気を蓄電地のように貯蔵する鉄をベースとした層が含まれており、電力需要の変

化にすぐに応答することができる。 
 

 
カテゴリーIII: 液体燃料を生成する中温型燃料電池 
アルゴンヌ国立研究所－イリノイ州 Argonne 
天然ガスを電気と液体燃料に変換するハイブリッド燃料電池システム－$2,000,000 
アルゴンヌ国立研究所は、発電と液体燃料生成の両方を行うハイブリッド燃料電池技術

を開発する。このデュアルモード能力は、反応サイトから水素イオンを除去し、同電池

の低温作動を可能にするデバイスによって実現する。従来の燃料電池性能に加え、アル

ゴンヌの燃料電池は天然ガスを使って液体燃料や高付加価値の化学物質変換用のエチ

レンを製造することができる。 
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Materials & Systems Research 社－ユタ州 Salt Lake City 
フレキシブルな電力と液体燃料のためのコージェネレーション電気発生セル－

$2,800,000 
Materials & Systems Research 社(MSRI)は、天然ガスを電気化学的に 1 ステップで電

気または液体燃料に変換することのできる中温型燃料電池を開発する。電極にはより効

果的な触媒を使い、すぐに量産が可能となるよう、燃料電池全体の製造には費用対効果

のあるプロセスを用いる。MSRI の技術では 400-500℃範囲の作動温度で低コストの電

力を提供し、今日の高温型燃料電池よりも優れた耐用性を持たせることができる。 
 
FuelCell Energy 社－コネティカット州 Danbury 
中温型燃料電池から液体燃料と電力－$3,500,000 
FuelCell Energy 社は先進の金属触媒を使ってメタンを直接メタノールや他の液体燃

料に変換する中温型燃料電池を開発する。こうした触媒は、メタン－メタノール反応の

収率や選択性を向上させるよう最適化される。さらに、新たな反応性スプレー蒸着技術

が電池製造の連続プロセス内に用いられる。この先進触媒と製造技術との組み合わせに

よって、システムレベルでコストを削減する。 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 望月 麻衣） 
 
 
出典：本資料は、米国エネルギー高等研究計画局 (ARPA-E)の以下の記事を翻訳したも

のである。 
“Reliable Electricity Based on Electrochemical Systems – REBELS” 
http://arpa-e.energy.gov/sites/default/files/documents/files/REBELS%20project%20d
escriptions_FINAL%20AS%20ISSUED_06172014.pdf 
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