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(1110-1)
【環境･省資源分野（環境化学）
】
【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）】
仮訳

中空繊維の金属有機構造体(MOF)膜で
分離コストとエネルギー消費を削減（米国）
2014 年 7 月 3 日

研究者たちは、直径が僅か数百ミクロンの
中空状のポリマー繊維の内部に新たな種類の
金属有機構造体(metal-organic framework:
MOF)膜を製造するマイクロ流体技術を開発
した。世界で初めて中空繊維の内部に MOF
膜を成長させる新たな製造プロセスは、大規
模でエネルギー集約的な化学物質分離の方法
を変革する可能性がある。
研究者たちは、本プロセスがコンパクトな
モジュールに広い膜表面積を安価に実現でき
るようスケールアップが可能であると確信し
ている。これらの分子ふるい膜は、エネルギ

この写真はプロトタイプの中空繊維の内部の金属有
機構造体(MOF)膜モジュールを示したもの。中空繊維
の中に MOF 膜が据付けされているのが分かる。(クレ
ジット: Rob Felt 氏)

ー集約的な蒸留技術や低温技術に取って代わ
ることで、気相・液相分離コストとエネルギー消費を低減させ、CO 2 排出の少ない産業プ
ロセスをもたらすことができる。研究者たちは、この新技術を使って製造した膜で、炭化
水素混合物から水素を、またプロパンからプロピレンを分離できることを実証した。
この膜製造手法の開発は、2014 年 7 月 4 日号の Science 誌に掲載された。
「この研究は、微細な中空繊維をプラットフォームとして用いる分子ふるい分離膜の製
造に新たな道を切り開きました。
」と、ジョージア工科大学の School of Chemical &
Biomolecular Engineering の教授であり、論文の共同執筆者の 1 人である Sankar Nair
氏は語った。
「現在、エネルギー集約的技術で行われている分離プロセスの多くは、いつか
我々の手法をスケールアップした形式で製造された膜で行われるようになるでしょう。」
エネルギー集約的分離プロセスは、石油ベースやバイオベースの燃料や化学物質及び
様々な工業材料の工業生産において広く使用されている。最も一般的な分離方法は化学混
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合物を熱し、それぞれの沸点に応じて特定分子を抽出する蒸留法である。結晶化のような
別の方法では、低温冷却して混合物から特定分子を分離する。
一方、分子ふるい膜は、化学反応によって作られた又は原材料中の混合物から分子を分
離するために半透過性の材料を使用する。
このプロセスは圧力勾配によって引き起こされ、
特定の分子が優先的に膜の細孔構造を通過する。ゼオライトとして知られる結晶物質が膜
の製造に用いられているが、高額な膜製造コストと分離物質の選択が限られていたため、
広く使用されることはなかった。
金属有機構造体(MOF)物質は、より温和な製造方法や何千もの多種類の分離を可能にす
る代替方法を提供する。しかし、MOF 膜が大規模に使用されるには、研究者たちは低価
格で大量生産する方法を見つけなければならなかった。
MOF膜生産のためのジョージア工科大学の技術は、安価なポリマーから紡がれた大量の
中空繊維を使うことで得られる大表面積を利用している。例えば、1m3の中空繊維膜モジ
ュールには 10,000m2の膜面積がある。
新しい製造プロセスは MOF 膜の形成に必要な異なる反応物質を繊維の中に搬送し密着
させるマイクロ流体技術を利用している。繊維の内径は 100µm 以下であり、反応物質の
量を制限し、膜の形成を制御する物理的、化学的の相互作用を変化させる。流量を調整し、
反応物質と溶剤を適切な位置に置くことで、研究者たちは MOF 膜ファイルの位置を制御
する方法を習得し、繊維の内部又は外部、そして繊維構造の内部にさえ、形成できるよう
になった。
「我々は安価な方法でスケールアップできる膜を生産するために高性能 MOF 材料を新
しい製造方法と組み合わせました。
」と Nair 氏は説明した。
「本開発における重要ポイン
トは、中空繊維モジュールを用いて MOF 膜の成長をスケールアップさせたいなら、まず
個々の中空繊維の微視的環境で膜成長させるスケールダウン方法を習得しなければならな
いということです。」
ひとたび研究者たちが 1 本の中空繊維を使って機能性膜の製造を習得したならば、事前
に組み立てられモジュールになった多数の中空繊維に同時に並行して膜を製造することが
できるだろう。Science 誌に報告された研究では、同時に 3 本の繊維内部に MOF ZIF-8
の膜フィルムを作り出した。最終的には、多数のポリマー繊維の束が事前に組み立てられ
てモジュールになり、分子ふるい分離 MOF 膜で同時にコーティングされるようになると
Nair 氏は確信している。
研究にとって重要な次のステップはプロセスの微視的な理解をより向上させることだ。
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「この技術を最適化し、何千もの、若しくは何百万もの繊維を 1 度にスケールアップ製
造するためには、繊維内部の微視的条件下で膜形成において化学反応や分子輸送プロセス
がどのように制御できるかについて、より理解を深めていく必要があります。」と Nair 氏
は語った。
これまでに、研究者たちは石油化学産業が関心のあるガス分離プロセスでこの膜の機能
性を実証してきたが、膜分離プロセス技術には幅広いアプリケーションがある。
「我々が開発したアプローチが全く新しい種類の分子ふるい多結晶フィルム膜への扉を
開くでしょう。
」と、School of Chemical & Biomolecular Engineering の教授であり、も
う 1 人の論文の共同執筆者である Christopher Jones 氏は語った。「このような膜により
石油化学会社が気相・液相分離する方法を、例えば、エネルギー集約的で高価な低温蒸留
プロセスからより省エネの膜分離に置き換えることで、変革するでしょう。」
前述した人々の他、筆頭執筆者であり、ジョージア工科大学の School of Chemistry and
Biochemistry の大学院生である Andrew J. Brown 氏が研究チームに加わった。その他の
研究者として School of Chemical & Biomolecular Engineering の教授である William J.
Koros 氏、現在オハイオ州立大学の Department of Chemical and Biomolecular
Engineering の准教授である Nicholas A. Brunelli 氏、ジョージア工科大学の School of
Chemical & Biomolecular Engineering の大学院生である Kiwon Eum 氏、ポスドク・フ
ェローである Fereshteh Rashidi 氏、研究者で現在 SABIC に所属する J.R. Johnson 氏が
参加した。
本研究は Phillips 66 社から支援を受けた。
引用：Andrew J. Brown, et al., “Interfacial Microfluidic Processing of Metal-Organic
Framework Hollow Fiber Membranes, (Science 2014)
Research News
Georgia Institute of Technology, 177 North Avenue, Atlanta, Georgia 30332-0181
USA
広報連絡先：John Toon (404-894-6986) (jtoon@gatech.edu) or Brett Israel
(404-385-1933) (brett.israel@comm.gatech.edu)
筆者：John Toon
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、ジョージア工科大学の以下の記事を翻訳したものである。
“Hollow-Fiber MOF Membranes Could Cut Separation Costs, Energy Use”
http://www.news.gatech.edu/2014/07/02/hollow-fiber-mof-membranes-could-cut-separa
tion-costs-energy-use
(Reprinted with permission of Georgia Institute of Technology)
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(1110-2)
【蓄電池・ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ分野(蓄電池)】
仮訳

シリコンスポンジでリチウムイオン蓄電池性能を向上 (米国)
2014 年 7 月 8 日

Frances White, PNNL
(509) 375-6904

蓄電池の電力貯蔵容量を増加して、ノートパソコン(ラップトップコンピュータ)や EV
車の運転時間をより長くする
ワシントン州

リッチランド

– スポンジのようなシリコン材料の助けを借りて、ノー

トパソコンや EV 車に電力を供給するリチウムイオン蓄電池は、一回の充電で今よりも
多くのエネルギーを貯えてより長く運転することが可能となる。
米・パシフィック・ノースウェスト国立研究所(Pacific Northwest National Laboratory:
PNNL)の研究者らは、従来から蓄電池の電極に利用されるグラファイトに取って代わ
る多孔質のシリコン材料を開発した。シリコンはグラファイトの 10 倍を上回る蓄電容
量を持つ。リチウムイオン蓄電池の電極に使用したこの多孔質材料の性能について説明
した論文が、本日『Nature Communications』に掲載された。
「シリコンの利用はリチウムイオン蓄電池の性能を向上させる手段として考えられて
きましたが、充電時に大きく膨張することから破損して使用が不可能になってしまいま
す。」と PNNLのJi-Guang "Jason" Zhangフェロー研究員は説明する。「今回私たち
が開発した多孔質のスポンジのような材料は、破損することなく膨張する余裕をシリコ
ンに持たせたものです。」

改善の余地
充電式リチウムイオン蓄電池は 2 本の電極を持つ。1 本はプラスに帯電したリチウム
でできた電極、もう 1 本はマイナスに帯電し、通常はグラファイトから成る電極である。
電子がこれらの 2 本の電極を結ぶワイヤを流れると、電気が生成される。プラスのリチ
ウム原子、つまり科学者らが「イオン」と呼ぶものが、電極が配置されている電解質溶
液である別の経路を通じて 1 つの電極からもう一方の電極へと動いて電子を制御する。
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リチウムイオン蓄電池の化学特性が、その
エネルギー貯蔵能力を決定する。蓄電池の蓄
電容量を増加するために、研究者らはシリコ
ンなどの新しい材料を研究している。シリコ
ン電極を使ったリチウムイオン蓄電池は、グ
ラファイト電極を使ったものよりも約 30%
長く運転が可能となる。この PNNL のシリ
コン電極を持つリチウムイオン蓄電池を使
えば、現在の平均的な EV 車は１回の充電で
約 130 マイルを走行することができる。
残念ながらシリコンは充電時に元のサイ

PNNL の研究者らは、蓄電池の電極に破損す
ることなく膨張する余裕を与えることで、リ
チウムイオン蓄電池が一回の充電後の運転時
間を引き伸ばすシリコン製の多孔質のナノ材
料を開発した。

ズから約 3 倍まで膨張し、材料内部の圧力で
破損してしまう。サイズを縮小すればシリコンに膨張する余裕を与えると多くの科学者
が考え、微細なナノサイズの蓄電池部品の開発を試みている。しかし、商業化できる技
術をまだ生み出していない。

スポンジで解決
ZhangフェローとPNNLの同僚らは、スポンジのようなシリコン電極であれば、うま
くいくのではないかと考えた。シリコン電極表面で孔のエッチングも試みた研究者らも
あったが、材料全体に孔を作ることができなかった。そこで、Zhangらはカリフォルニ
ア大学サンディエゴ校の化学者である Michael Sailorに協力を求めた。Sailorは、汚染
物質の検出や薬物送達用の多孔質シリコンの研究を実施している。PNNLは、Sailorの
多孔質シリコン製造方法を利用して薄いシートを化学薬品に漬けて材料全体に微細な
孔を開け、それから導電性の炭素の薄い層でコーティングして電極を作成した。
次に、研究者らはPNNL内の米国エネルギー省(DOE)の(Environmental Molecular
Sciences Laboratory: EMSL)の透過型電子顕微鏡利用を専門とする材料科学者である
Chongmin Wangと協力した。Wangは強力な顕微鏡を使って微細な蓄電池の 近接動画
を撮影し、研究者らは蓄電池の運転中に起こる物理的・化学的な変化をより深く理解し
た。顕微鏡の用心深い目の下で、Wangはこのスポンジのような、炭素コーティングを
施したシリコン電極で一連の充放電テストを実施した。

5

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1110, 2014.9.25

膨張する余地
その結果、この新しい電極では、充電中に
材料のほとんどが多孔質構造で作られた空間
へと膨張したことがわかった。電極の外観の
膨張は、シリコン電極で通常見られる膨張で
ある 300%を大きく下回る、たった 30%であ
った。さらに、この電極の破損もなかった。
1,000 回を超える充放電サイクル後でも、こ
PNNL の研究者らは、蓄電池の電極に破損
することなく膨張する余裕を与えること
で、リチウムイオン蓄電池が一回の充電後
の運転時間を引き伸ばすシリコン製の多孔
質のナノ材料(顕微鏡で捉えた画像)を開発
した。

の電極は初期エネルギー貯蔵容量の 80%超
を維持した。
Zhang と同僚研究者らは今後、このシリコ
ンスポンジ電極を使った大型のプロトタイプ

蓄電池を開発する予定である。これには、この新電極の製造コストを低減するための一
体化した製造プロセスの開発も含まれる。
本研究はDOEの エネルギー効率・再生可能エネルギー局(Office of Energy Efficiency
and Renewable Energy: EERE) より資金提供を受けた。
Nature Communications 掲載論文：
Xiaolin Li, Meng Gu, Shenyang Hu, Rhiannon Kennard, Pengfei Yan, Xilin Chen,
Chongmin Wang, Michael J. Sailor, Ji-Guang Zhang and Jun Liu, "Mesoporous
Silicon Sponge as an Anti-Pulverization Structure for High-Performance
Lithium-Ion Battery Anodes," Nature Communications, July 8, 2014, DOI:
10.1038/ncomms5105

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・パシフィック・ノースウェスト国立研究所 (Pacific Northwest
National Laboratory (PNNL))の以下の記事を翻訳したものである。
“Silicon sponge improves lithium-ion battery performance”
http://www.pnnl.gov/news/release.aspx?id=1059
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(1110-3)
【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）】
【新エネルギー分野（太陽光発電）】
仮訳

夢の実現：プラスチックからグラフェンを製造？(韓国)
2014 年 7 月 2 日

グラフェンは、優れた導電性、柔軟性、耐久性を持つ「奇跡の材料」として高い関心
を集めている。しかし、グラフェンの製造プロセスは複雑で量産ができず、入手が困難
である。最近、韓国国内の研究チームが、グラフェンの元来の特性を維持しながらもグ
ラフェン製造プロセスでよくみられる人工欠陥を伴わない炭素材料を開発した。新たに
開発されたこの材料は、太陽電池や半導体チップ内のグラフェンの代替として利用でき
る。さらに、製造プロセスはカーボンファイバーの連続大量生産プロセスをベースとし
ているため、本格的な量産化が容易となる。こうした革新的なアプローチが認められ、
同研究内容がナノ科学分野で高い影響力を持つピア・レビュー誌 Nanoscale の表紙で
紹介された。
KIST（韓国科学技術研究所）の Han-Ik Joh 博士が率いる研究チームは、全北大学
校の Seok-In Na 博士、KRICT（韓国化学研究所）の Byoung Gak Kim 博士と共に、
高分子を用いてグラフェンに似たカーボンナノシートを合成し、有機太陽電池の透明電
極 と し て そ の ま ま 使 用 し た 。 こ の 研 究 成 果 は 英 国 王 立 化 学 協 会 誌 Nanoscale
に”One-step Synthesis of Carbon Nanosheets Converted from a Polycylic Compound
and Their Direct Use as Transparent Electrodes of ITO-free Organic Solar Cells”と
いう論文で紹介され、その革新的で素晴らしい結果が評価され、1 月 21 日発行版のカ
バーストーリーに選ばれている。
高品質グラフェンの大量製造には CVD(chemical vapor deposition：化学蒸着)*法が
広く用いられている。しかし、この方法には製造プロセス後に使用した金属を除去し、
生成したグラフェンを太陽電池基板等の別の基板に移すための集中的な後処理（転移プ
ロセス）が必要となる。このプロセスで、すぐにしわや割れ等の品質低下が発生する。
* CVD(Chemical Vapor Deposition)：触媒として機能する金属フィルム板上にグラフ
ェンを製造する方法。基板上に原料ガスと呼ばれるガスを吹きつけることで材料を製造
する。 製造後は、金属フィルムを除去し、グラフェンを別の基板に移す必要がある。
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研究チームは、高分子溶液を使った基板のコーティングおよび過熱という 2 ステップ
プロセスで「カーボンナノシート」を製造した。グラフェン製造に 8 ステップを要する
既存プロセスと比べ、非常にシンプルである。また、この新しい方法は一切の追加プロ
セス無しで、そのまま太陽電池に利用することができる。
研究チームは強固なはしご型構造を有する高分子、つまり PIM-1(Polymer of
intrinsic microporosity-1：固有微多孔性ポリマー-1)を合成し、クォーツ(石英)基板上
において PIM-1 溶液を使ってライトグリーン色にスピンコーティングし、1,200℃で加
熱処理するというシンプルなプロセスを用いて、
透明で導電性のある CNS を形成した。
新プロセスでは、例えば金属基板の除去や別の基板へのグラフェン転移など、欠陥が
発生しやすいステップを回避しているため、高品質なカーボンナノシートを、よりシン
プルなプロセスを使って量産することができる。最終生成物はグラフェンと同じくらい
効果的である。
KIST の Han Ik 博士は「このプロセスはカーボンファイバーの連続量産プロセスを
ベースとしていることから、透明で導電性のある 2D 炭素材料の商業化への応用が容易
であると期待されています。
」と言う。
これは、研究チームが最近発表したポリアクリロニトリルをベースとしたカーボンナ
ノシート製造に関する研究成果（2013 年に Carbon 誌 Vol. 55 と Applied Physics
Letters 誌 Vol. 102 で発表）のフォローアップ研究にあたる。今回の新たな研究成果は、
カーボンナノシートの成長メカニズムや、よりシンプルな製造プロセスに関する理解を
深める意義深いものである。
当該研究は KIST の Proprietary Research Project 及び韓国研究財団からの資金提供
を受けて行われた。

KIST の Joh Hanil 博士
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＜図 1＞2014 年 1 月 21 日発行 Nanoscale 誌の表紙にスピンコーティングするグリーン高分子溶液が
描かれている。カーボンナノシートはグラフェンに似た特性を持つ材料を生成する一方で、白黒で描
かれている欠陥部分を最小化することができる。

＜図 2＞PIM-1 高分子溶液を用いた、透明で導電性のあるカーボンナノシートの製造方法：(a) クォー
ツ基板は、はしご型構造を有する PIM-1 高分子溶液でコーティングされ、カーボンナノシートを製造
する高温下で熱を伝導する。追加プロセスを一切必要とせず、OSC(organic solar cell：有機太陽電池)
をシート上に直接製造することができる。(b)、(c)、(d)はカーボンナノシートの厚さ、表面抵抗率、透
明度それぞれの PIM-1 濃度との関係を表している。また、新しい方法によって、高分子溶液が濃縮さ
れる際に生成されるカーボンナノシートの電気的および光学的特性がもたらす望ましくない効果を容
易にコントロールできる。 ((b)と(c)の)X 軸が示す高分子溶液の濃度が高くなるほど、図(b)に見られる
ように厚みは増すが、図(c)に見られるように抵抗は下がり、電流がより多く流れる。

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、韓国科学技術研究所(KIST)
の以下の記事を翻訳したものである。
“Making Dreams Come True : Making
Graphene from Plastic?”
http://eng.kist.re.kr/kist_eng/?state=view&s
ub_num=417&searchKind=&searchWord=&
v_pagesize=10&v_page=1&idx=899&seqNo
=1&reportMedia
＜図 3＞透明なカーボンナノシート(15mm)
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(1110-4)
【ｸﾘｰﾝｺｰﾙﾃｸﾉﾛｼﾞｰ分野】
仮訳

英国のCO 2 回収プロジェクトに3億ユーロの資金提供(英国)
英国のCO 2 貯留プロジェクトが欧州委員会(European Commission)から
3億ユーロの資金を獲得
2014 年 7 月 8 日

最大 2,000 人の雇用を後押しし、63 万戸超の一般家庭にクリーンな電力を提供する英国
のCO 2 貯留プロジェクトが、本日、欧州委員会から 3 億ユーロの資金を獲得した。
英国最大の石炭火力発電所であるヨークシャーのDraxプラントで実施されるWhite
Roseプロジェクトは、欧州初のCO 2 回収・貯留(carbon capture and storage: CCS)プロジ
ェクトの一つである。完成すると、このプラントで排出されるCO 2 の約 90%が回収され、
年間 200 万トンのCO 2 が北海の海底の下に安全に貯留されることになる。
英国エネルギー・気候変動大臣(Energy and Climate Change Secretary)の Edward
Davey 氏は次のように語った。
「これはヨークシャーと英国にとって素晴らしい
ニュースです。このプロジェクトは数千人のグリー
ンな地域雇用を創出し、CO 2 の排出削減に関して現
実的な変化をもたらすでしょう。
」
「北海とアイリッシュ海でのCO 2 貯留能力の大き
さと、その実現に必要な海洋作業に関する専門的知
」
見を有する英国は、CO 2 回収・貯留技術の発展の最前線にいます。
「CO 2 の回収と貯留の商業化に伴い、英国はCCS技術の世界的な主導者として、脱CO 2
化が進むグローバル経済に対するこの分野の知見の輸出において世界一となるでしょう。
」
ここでのCCSは、発電所や産業施設から排出される数百万トンものCO 2 を回収し、沖合
の海底地下深くに貯留するプロセスである。2050 年までに、英国の電力の 20%超がCCS
を備えたクリーンな発電プラントから供給されるようになると推測されている。
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White Roseプロジェクトでは、CO 2 の大規模な輸送・貯留ネットワークを備えた新しい
最先端クリーンコール発電プラントの建設が含まれている。CCS技術によって、同プラン
トが排出するCO 2 の約 90%が回収され、パイプラインで輸送された後、北海の海底地下深
くに永久貯留される。
NER300 は革新的な再生可能エネルギー技術と CCS のプロジェクトに資金を提供する
欧州委員会のプログラムであるが、本プロジェクトは同プログラムの下で資金配分を受け
る欧州唯一の CCS プロジェクトである。
White Rose プロジェクトは、Peterhead で行われるもう一つの CCS プロジェクトと共
に、開発・設計業務に対する支援として英国政府から約 1 億ポンドの資金提供を受けてい
る。両プロジェクトは CCS Commercialisation Programme の下で提供される残りの 10
億ポンドについても助成を受ける資格を有する。

原注


本プロジェクトは Alastom 社、BOC 社、Drax 社 および National Grid 社が共同で
実施している。



国際エネルギー機関(International Energy Agency: IEA)は自身が策定した「2℃シナ
リオ」
（訳注：長期的な世界の気温上昇を 2℃以内に抑えることを目標とする計画）に
おいて、旧来のビジネス活動を継続した場合と比較して、CCSが 2050 年には世界全
体で必要とされるCO 2 排出削減量の 6 分の 1、2015 年～2050 年の累積排出削減量の
14%に寄与すると予測している。



英国政府は 2013 年、本プロジェクトとの間で Front End Engineering and Design
(FEED)研究契約を締結した。FEED 研究とは、最終的な投資判断と建設開始に先立
って、提案の全ての側面を確定してリスクを取り除くための詳細な設計・計画・財政
に係る諸業務についてのプログラムである。



英国はCCS産業の発展に理想的に適合している。その理由として、CO 2 の貯留場所と
しての北海とアイルランド海の卓越した可能性、国内の諸大学とCCS Research
Centreで実施されている世界トップレベルのCCS研究、さらに英国の政策環境がCCS
の発展にとって世界で最も好ましいものの一つであるというGlobal CCS Institute
(GCCSI)のCCS政策指標(CCS Policy Indicator)による評価が挙げられる。
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White Rose CCS プロジェクトの解説図

訳注：この図のオリジナル版（英文）を閲覧するには、英国エネルギー・気候変動省
(Department of Energy & Climate Change)のウェブサイト内にある本記事の原文ページ
(https://www.gov.uk/government/news/300m-in-euro-funding-for-uk-carbon-capture-pr
oject)にアクセスしてください。

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、英国エネルギー・気候変動省(Department of Energy & Climate Change)
の以下の記事を翻訳したものである。
“€300m in Euro funding for UK carbon capture project”
(https://www.gov.uk/government/news/300m-in-euro-funding-for-uk-carbon-capture-pr
oject)
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(1110-5)
【環境･省資源分野（環境化学）】
仮訳

賢いケージ状（かごの集合体に似た形状）の物質が
アルコール工場の機能を果たす(米国)
国立ローレンスバークレー研究所が、天然ガス精製コストの削減につながる
高効率な方法でエタンをエタノールに変換
By Kate Greene
2014 年 7 月 28 日

化学変換の中には、行うのが難しいものがある。天然ガスを精製して輸送や貯蔵が容易
な液体アルコールを生成することは、これまで物流上および経済上の課題であった。しか
し現在、国立ローレンスバークレー研究所(Lawrence Berkeley National Laboratory:
LBNL)が開発し特許を取得した新材料によって、このプロセスが少しずつ容易になりつつ
ある。Nature Chemistry誌で今年発表された この研究は、より安価でクリーン燃焼する
燃料を導入する足掛かりとなるかもしれない。
カリフォルニア大学バークレー校(University of California Berkeley: UCB)大学院生の
Dianne Xiao 氏は語る。
「エタンやメタンといった炭化水素は燃料として利用が可能ですが、
気体であるため貯蔵や輸送が困難です。しかし、これらのガスをもっと簡単に輸送や貯蔵
ができるアルコールに選択的に変換できる触媒があれば、
事ははるかに楽になるでしょう。
」
Xiao 氏と LBNL の Materials Sciences
Division の科学者で UCB の化学教授である
Jeffrey Long 氏は、このプロジェクトの目標をエ
タンのエタノール変換に絞り込んだ。
メタノール等の他の代替燃料と比較して、エタ
ノールはクリーン燃焼し、また高いエネルギー密
度を有し、将来的に有望な代替燃料である。しか
し従来のエタノール製造法では高温が必要とされ
るため、価格が高くなってしまうことが問題点と
されている。
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Materials Sciences Division の科学者 Jeff
Long 氏と学生の Dianne Xiao 氏。同チー
ムの研究によって、MOF でエタンを酸化
してエタノールに変換することが可能に
なった。
写真提供：Roy Kaltschmidt 氏
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技術革新が起きたのは、両氏が金属有機構造体(metal-organic framework: MOF)と呼ば
れる材料に属する Fe-MOF-74 を設計した時であった。MOF はケージ状（かごの集合体に
似た形状）の構造で表面積が大きいため、その自重に比して極めて多量の気体や液体を吸
収する。
基本的に MOF は微小なケージ（かご）の集合体に似た構造を有し、フィルターのよう
に機能して他の分子を捕捉することができる。
さらに、
分子がケージ構造を通過する際に、
MOF はあたかもある物質を別の物質に変換する小さな化学工場のように、化学反応を引
き起こす。
Long 氏と Xiao 氏が利用したのは、MOF が持つこの化学変換特性である。エタンは水
素原子(H)で囲まれた 2 個の炭素原子(C)から成る。エタノールも同じように水素原子と結
合した 2 個の炭素原子から成るが、そのうちの 1 個は水酸基(-OH)と呼ばれる水素－酸素
イオンと結合している。
エタンに水酸基イオンを添加してエタノールを合
成する数々の試みにおいて、これまでは高い圧力
と 200～300℃の高い温度が必要であった。これ
ではコストがかさみ、不都合である。
しかし、微小な分子ケージの内側に鉄(Fe)の一
種を加えた特殊設計の MOF を用いることで、両
研究者は高温の必要性を低減し、75℃でエタンを
MOF 内部の画像：内側が鉄で覆われた六
角形の細孔構造
画像提供：Dianne Xiao 氏 (Berkeley)

エタノールに変換することに成功した。
「この研究で、多量のエネルギーを使用せずに

クリーンな手法でアルカン（鎖式飽和炭化水素）をアルコールに変化させるという、化学
における夢の実現に一歩近づいたのです。
」と Long 氏は語る。Long 氏と Xiao 氏は国立標
準 技 術 研 究 所 (National Institute of Standards and Technology) 、 ミ ネ ソ タ 大 学
(University of Minnesota)、デラウェア大学(University of Delaware)およびイタリアのト
リノ大学(University of Turin)の研究者らとの綿密な協力の下で、この MOF と、それがも
たらすエタノール製造法の設計、モデル化および特徴付けを行った。
Xiao 氏によれば、次の段階には、より高効率な変換を目的とした MOF 内部の鉄濃度の
微調整が含まれる。
「この原理は成功が期待できます。低温・低圧でエタノール変換ができ
るようになったことは、感動的です。
」
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本研究は米国エネルギー省(Department of Energy: DOE)の Office of Basic Energy
SciencesとDivision of Chemical Sciences, Geosciences and Biosciencesの資金援助によ
り実施された。反応性の研究はLBNLのLaboratory Directed Research and Development
Programの支援を受けた。Molecular Foundryでの作業および Advanced Light Sourceで
行われた実験については、DOEのOffice of Basic Energy Sciencesが資金を提供した。

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、国立ローレンスバークレー研究所(Lawrence Berkeley National
Laboratory)の以下の記事を翻訳したものである。

“Cagey Material Acts as Alcohol Factory”

(http://newscenter.lbl.gov/2014/07/28/cagey-material-acts-as-alcohol-factory/)
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(1110-6)
【新エネルギー分野(燃料電池・水素)】
仮訳

新たな白金合金が燃料電池触媒として期待 (米国)
高効率のナノ粒子が燃料電池のコストを低減する可能性あり
2014 年 7 月 21 日

燃料電池は車両に電源を供給する将来性のある環境にクリーンな方法ではあるが、こ
こで使われる白金触媒が大変高価であるため、現在の技術では普及させるための経済的
なスケールアップが不可能である。この度、米・エネルギー省(DOE)の SLAC 国立加
速器研究所とデンマーク工科大学は、高価な金属の使用量がこれまでの 1/5 となる代替
触媒を開発した。
この新たな触媒は、白金と、二番目に安価な元素である イットリウム(yttrium)を混
合して、サイズの精密な制御が可能なナノ粒子に形成したものである。電子顕微鏡とX
線による調査の結果では、薄く高密度な白金原子の頑丈な殻を残して、同ナノ粒子の表
面からイットリウム原子が浸出し、酸素分子を水に変換する燃料電池での重要な化学反
応を積極的に促進する。
本研究結果の論文は、7 月 13 日発行の『Nature Chemistry』に掲載された。
「私たちが予測したとおりにこれらのナノ粒子が働くという原理の証拠を手に入れ
ました。」と前述の論文の共著者で SLAC とスタンフォード大学が共同で運営する
SUNCAT Center for Interface Science and Catalysis の associate staff scientist であ
る Daniel Friebel は説明する。「次の段階では、大量生産ができるようにこれらのナノ
粒子をより効率的に製造する方法を見つける予定です。」

求む：安価な燃料電池
ほんの一握りのものを除き、現在の EV 車は限られた量のエネルギーしか貯蔵できな
い重い蓄電池で動いており、そのため走行距離も限られている。小型かつ軽量で、燃料
補給ステーションで補給されるタンク一杯の水素で動く燃料電池は期待のできる代替
動力源である。しかも、燃料電池車の排気に含まれるものは、純粋な水のみだ。
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しかしながら、燃料電池で酸素分子を分解するための触媒は、エンジン排気ガスから
の汚染物質を浄化する従来の触媒コンバーターの 5～10 倍の量の白金を必要とする。1
オンス当たり約 1,500 ドルの白金価格では、世界中の自動車を燃料電池で動かすとなる
と非常に高くついてしまう。
「第一の目標は、白金の使用量を最小限にすることですが、この目標を達成できるの
がナノ粒子だけなのです。」と Friebel は述べ、次のように続ける。「その理由は、触
媒反応が材料の表面でのみ起こるからです。そして粒子が小さいほど、それが持つ表面
積がその内容積に比べて大きくなるからです。」
しかし粒子が小さいほど安定性が低減すると、同氏は説明する。そのため科学者らは、
白金とニッケルなどの他の元素を組み合わせることで、初めは純粋な白金の性能を超え
る触媒を開発したが、合金中の白金でない部分が腐食したため性能が低下してしまった。
理論物理学者である SUNCAT の Jens Nørskov 所長は、5 年ほど前にデンマーク工
科大学(DTU)在籍中に、白金とイットリウムの混合が有効であることを同僚と共に提案
した。これは当時、変わった考えのように思われた。イットリウムは酸素と反応し易い
ことから安定性を得るには不向きで、合金の合成が困難だからである。しかしドイツの
企業が作製した初期サンプルによって、安定した優れた触媒であることが判明した。

意外な組合せをテストする
このサンプルをナノ粒子にするため、DTU の研究者らは真空チェンバーでこの合金
にアルゴンイオンを浴びせた。これにより白金とイットリウムの原子がたたき出され、
一緒に冷却、積層を経てナノ粒子が形成された。これらのナノ粒子をサイズ毎に選別す
ると、直径が約 9nm の大きなサイズの粒子のものが、現在の白金のみの触媒の 5 倍と
いう最も優れた触媒活性を持つことを発見した。
その優れた活性の原因を解明するため、科学者らはそれから DOE 科学局のユーザー
施設である SLAC の Stanford Synchrotron Radiation Lightsource の X 線ビームでそ
れらのナノ粒子を調査した。その結果、より小さな白金原子が、極めて安定した配置で
通常よりも密に詰まった表面殻を残して、イットリウムの大きな原子がナノ粒子の表面
からはみ出して（つまり浸出して）いることを発見した。

17

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1110, 2014.9.25

この触媒の商業化には、さらに高効率なナノ粒子の製造方法を見いだす必要があると、
Friebel は言う。また、より速く酸素を水に変換する結合破壊や結合形成の働きをする
よう、白金殻の密度の調整が可能かどうか試験する予定である。
研究メンバー15 人には、DTU の Patricia Hernandez-Fernandez、
Ifan E.L Stephens
および Ib Chorkendorff、そして SUNCAT の Anders Nilsson が含まれる。本研究は
以下の組織が支援した：Danish Ministry of Science、Danish National Research
Foundation、 A.P. Møller and Chastine Mc-Kinney Møller Foundation、EPFL (スイ
ス連邦工科大学ローザンヌ校)の Interdisciplinary Center for Electron Microscopy お
よび DOE 科学局。
引用: Hernandez-Fernandez et al, Nature Chemistry (2014),
doi:10.1038/nchem.2001
ご質問・ご意見はSLAC Office of Communicationscommunications@slac.stanford.edu
までどうぞ。

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 ・ SLAC 国 立 加 速 器 研 究 所 (SLAC National Accelerator
Laboratory)の以下の記事を翻訳したものである。
“New Platinum Alloy Shows Promise as Fuel Cell Catalyst”
https://www6.slac.stanford.edu/news/2014-07-21-new-platinum-alloy-shows-promis
e-fuel-cell-catalyst.aspx
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(1110-7)
【蓄電池・エネルギーシステム分野（蓄電池）】
仮訳

電気自動車の蓄電池材料の電気化学反応を新手法により
ナノスケールで詳細に解明（米国）
2014 年 8 月 4 日

Jiajun Wang 氏、Karen Chen 氏及び Jun Wang 氏が NSLS ビームライン X8C で研究用サンプルの
準備をしている。

ニューヨーク州、アプトン－米・エネルギー省(DOE)のブルックヘブン国立研究所の研
究者たちが、稼働状態の一般的な電気自動車の蓄電池材料の電気化学反応を追跡するため
の新しい方法を使って、急速充電がなぜ本材料の性能を低下させるのかについての新たな
見識を明らかにした。さらに、この研究は電気化学反応の特定のモデルを裏付ける初めて
の直接的な実験による証拠をもたらした。2014 年 8 月 4 日に Nature Communications
誌で公表された本研究結果が、急速充電用のより高容量な蓄電池材料の最適化に取り組む
蓄電池製造業者へのガイダンスとなる。
「私たちの研究は、蓄電池材料の充電時に、ナノスケールで構造的かつ電気化学的変化
を追跡する手法の開発に焦点を当てたものでした。
」
と語るのは本研究をリードしたブルッ
クヘブンの物理学者である Jun Wang 氏。彼女のグループは、蓄電池の充電時に、一般に
電気自動車の蓄電池のカソード（正極）に使用される材料である、リン酸鉄リチウムに何
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が生じているかを化学的にマッピングすることに特に関
心があった。
「私たちは、リチウムイオンがカソードから
アノードに移動する際、カソードで生じる相転移（又は

「急速充電状態下の電極
の様々な空間的位置で、

相変態）を捉え、観察したかったのです。
」と彼女は言っ

脱リチウム化が異なって

た。

起きているのを誰もが見
ることができたのは、こ

脱リチウム化として知られる本プロセスを通して、リ

れが初めてです。」

チウムイオンをできる限り多くカソードからアノードへ
移動させることが、蓄電池を最大容量まで再充電するた
めの鍵となり、可能な限り長時間、電力を供給すること
ができる。なぜこれが常に起こらないのか細部を理解す

ブルックヘブンの物理学者
Jun Wang 氏

ることが、最終的に蓄電池の性能を向上させる方法を見
つけることにつながり、1 回の充電で電気自動車をより
遠くまで走行させることが可能となる。

X 線像と化学的な指紋
このような蓄電池材料の分析に使われた以前の手法の多くは、全電極にわたる効果を平
均したデータを出していた。これらの手法は化学的マッピング又はナノスケール画像化に
必要な空間分解能が欠けており、サンプル内部の可能性のある小規模な効果や局所的な差
異を見落としがちであった、と Wang 氏は説明した。
これらの手法を改善するため、ブルックヘブンのチームは、多くの科学分野の研究用に
高強度 X 線ビームを提供している
DOE の科学局の User Facility である、
国立シンクロトロン光源研究所
（National Synchrotron Light
Source：NSLS）のナノスケール分解
能透過 X 線顕微鏡(TXM)と X 線吸収端
近傍分光法(XANES)の両設備を組み
合わせて使用した。これらの X 線は材
料を貫通して、高解像画像と分光デー
タの両方を得ることができる。これら

急速充電中の複数粒子のリン酸鉄リチウムカソードの

のデータは、画素毎に、材料中のリチ

In operando 2D 化学マッピング（上から下）。拡大フレ

ウムイオンが残っている場所やリチウ

ームが、サンプル充電中に、ある領域が完全に脱リチウ
ム化（緑）している一方、別の領域が完全にリチウム化
（赤）したままであるのを示している。この不均一が、
脱リチウム化が電極全体に均一に起きる低速充電に比べ
て、低い全蓄電池容量の原因となる。

ムイオンが移動してリン酸鉄だけが残
っている場所、その他の興味深い電気
化学的な詳細を明らかにする電気化学
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的「指紋」のようなものである。
科学者たちは稼働中(in operando)の実際の蓄電池電極の複数のナノスケール粒子でで
きたサンプルを分析するためにこれらの手法を使った。しかし、これらのサンプルには多
数の粒子の重複が起こり得たため、標準的な蓄電池よりも少量の電極材料を使って同じ in

operando 研究を行った。この方法により、科学者たちは重複のない個別の粒子内部にお

ける脱リチウム化反応の進行について、さらに進んだ見識を得ることができた。彼らは、
2 つの異なる充電シナリオ、つまり急速充電（電気自動車の充電ステーションで行われる
もの）と低速充電（夜通しで家庭で自動車にコンセントを繋いで行われるもの）における、
それぞれのシステム（複数の粒子と単体の粒子）を調査した。

充電速度がなぜ問題となるかについての見識
詳細な画像と分光情報により、急速充電
がなぜ蓄電池容量を低下させるのかについ
ての前例のない見識が示される。急速充電
の速度では、画素毎の画像からリチウム化
から脱リチウム化リン酸鉄への変換が不均
一に進行することが分かる。つまり、電極

http://www.youtube.com/embed/7V5U6I
tohoY?rel=0&fs=0&wmode=transparent
&showinfo=0&hd=1

のある範囲では全てのリチウムイオンが移
動し、後にはリン酸鉄だけが残されている
一方、他の場所の粒子には全く変化がなく、
リチウムイオンを保持したままである。
「フ
ル充電」状態でさえ、幾つかの粒子はリチ
ウムを保持し、電極容量は最大レベルを大

電極が充電されている間に撮影された個別粒子の
動画には、個別粒子内部にリチウム化（赤）及び脱
リチウム化（緑）されたリン酸鉄の相が共存してい
る。この発見は、中間相が存在せず、ある相から別
の相へ相転移が進行するとするモデルを直接裏付
ける。

きく下回る。
「急速充電状態下の電極の様々な空間的位置で、脱リチウム化が異なって起きているの
を誰もが見ることができたのは、これが初めてです。」と Jun Wang 氏は言った。
その一方、低速充電では均一な脱リチウム化が起こり、電極全体にわたって（throughout

the electrode）のリン酸鉄リチウム粒子が徐々に純粋なリン酸鉄に転換し、その結果、電
極は高容量となる。
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より良い蓄電池設計への影響
科学者たちは以前から、低速充電がこの材料にとってより良いものだとわかっていた。
「しかし、誰もゆっくり充電したがりません。
」と言うのは論文の主執筆者である Jiajun
Wang 氏。
「それよりも、私たちはなぜ急速充電が低容量になるのかを知りたいのです。私
たちの研究結果が、その理由を説明する手掛かりとなり、将来の急速充電／高容量蓄電池
の開発を助ける産業界向けのガイダンスを提供できるでしょう。」
例えば、厚さや多孔性といった物理的構造又は電極の構成の不整合により、相転移が電
極のある部分では他よりも効率良く起こる場合がある。
「ですから、製造業者は、蓄電池材
料の個別の特性のみに焦点を当てるのではなく、全部分が均一で、部分的でなく、全ての
粒子が反応に関われる電極を作る方法に目を向けたいのです。」
また、個別粒子の研究において、単一粒子内に 2 つの異なった相、つまり、リチウム化
リン酸鉄と脱リチウム化した、すなわち純粋なリン酸鉄が共存することを、初めて発見し
た。この発見は、脱リチウム化の相転移のモデル、つまり、中間相が存在せず、ある相か
ら別の相に進むことを認めるものである。
「これらの発見は蓄電池材料の改善を進めるための根本的な基礎を提供します。」と Jun
Wang 氏。
「さらに、この研究は実際に蓄電池が稼働している状態で複雑な働きをする蓄電
池材料を理解するためにナノスケール画像と分光技術を利用するというユニークな能力を
明示しています。
」
論文では、この in operand アプローチが燃料電池や触媒のような他分野及び環境やバイ
オ科学で応用できると言及している。
NSLSよりも 10,000 倍も強力なX線を放射する NSLS-Ⅱでの、これらの手法を用いたさ
らなる研究は、さらに高い解像度を得て、材料の物理的、電気化学的特性についてより深
い見識をもたらし、これらの特性が性能に与える影響を科学者たちがより一層明確にする
ことを可能にするだろう。
Yu-chen Karen Chen-Wiegart 氏も本研究に貢献した。本研究は、ブルックヘブン国立
研究所の研究所特定研究(Laboratory Directed Research & Development: LDRD)による
支援を受けた。NSLS の使用は DOE 科学局の支援による。
ブルックヘブン国立研究所はDOEの科学局(Office of Science)の支援を受けている。科学
局は、米国における物理科学の基礎研究の最大のサポーターであり、現在の最も喫緊の課
題に取り組んでいる。詳しくはウェブサイト science.energy.gov.を参照のこと。
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関連リンク
学術論文：
「In operando tracking phase transformation evolution of lithium ion
phosphate with hard X-ray microscopy」DOI: 10.1038/ncomms5570

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、ブルックヘブン国立研究所の以下の記事を翻訳したものである。
“New Method Provides Nanoscale Details of Electrochemical Reactions in Electric
Vehicle Battery Materials”
http://www.bnl.gov/newsroom/news.php?a=11655
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(1110-8)
【政策(風力発電)】
仮訳

米国エネルギー省が米国の風力エネルギー産業の
力強さについて報告
2014 年 8 月 18 日

ワシントン D.C. – 米国エネルギー省(Department of Energy: DOE)が本日発表した
2 件の報告書によれば、風力発電設備容量において米国は世界第 2 位であり、引き続き
風力エネルギー市場のグローバルリーダーであることが示された。風力エネルギーは、
炭素排出の削減、米国のエネルギー経済の多様化、革新的技術の実用化を目指す米国の
all-of-the-above(エネルギー全活用)戦略における重要な要素である。風力発電量の増加
と風力エネルギー技術価格の低下に伴い、米国の風力エネルギー市場は力強さを維持し
ており、風力などのエネルギー源からの再生可能電力量を 2020 年までに再度倍増すべ
く推移しつつある。
「規模の拡大が容易な国産のクリーンで再生可能なエネルギーとして、風力エネルギ
ーは米国の空気や水を汚染から守る一方で、手頃な価格で再生可能な電力を米国の家庭
や企業に提供する低炭素の未来への道を拓くものです。
」と DOE Ernest Moniz 長官は
述べる。「しかしながら、米国風力産業の継続した成功は、米国内の風力関連製造業や
雇用を維持しつつ米国がクリーンエネルギーイノベーションで世界をリードするため
強固な枠組みを提供している Production Tax Credit (PTC)（生産税額控除）等の政策
の重要性を際立たせています。
」

風力技術マーケットレポート
DOEとその傘下のローレンスバークレー国立研究所(Lawrence Berkeley National
Laboratory: LBNL)が本日発表した 2013 Wind Technologies Market Reportによれば、
2013 年の穏やかな成長後、現在米国の風力発電設備容量は平均年の電力需要の 4.5%
近くに相当する 61 ギガワット(GW)に達している。同レポートではまた、電力事業者
がコストを抑えるために風力発電を選択しており、風力エネルギー価格が特にthe
Interior region(具体的地域は同reportを参照。概ねグレートプレーンズに該当と推
定。)において、史上最低となっていることを報告している。
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39 を上回る州や地域での電力事業規模の風力タービン設置に伴い、米国の風力産業
の成功は 5 億ドル超の輸出額を生みだし、風力発電技術開発、設備設置、製造、輸送や
他産業に関連した雇用を創出して米国経済に波及効果を及ぼしている。

分散型風力発電マーケットレポート
DOEとその傘下のパシフィック・ノースウェスト国立研究所(Pacific Northwest
National Laboratory: PNNL) が 本 日 発 表 し た も う 1 件 の レ ポ ー ト で あ る 2013
Distributed Wind Market Reportによれば、米国内に昨年設置された全風力タービン
の 80%超を占める分散型の風力発電利用は、累積導入量が 842MW超に達している。こ
れは平均的な米国の家庭 12 万世帯に十分に電力が供給できる量で、約 72,000 基のタ
ービンにより全米 50 州、プエルトリコ、米バージン諸島の全域で供給された。特に、
アイオワ州、ネバダ州、カリフォルニア州がそれぞれ 10MW超の分散型風力発電容量
を有している。
従来の集中型発電所とは異なり、 分散型風力エネルギー設備(distributed wind
energy installations) は住宅、農場、企業や地域の近隣にあるローカルな電力系統に直
接電力を供給する。これに利用されるタービンの規模は、数百ワットから数メガワット
にわたり、遠隔地で電力系統の届かない家庭や農場、教育施設や製造工場などへの電力
供給を支援する。
これら 2 件のレポートに関する解説画像や動画、最新のインタラクティブ・マップな
どの詳しい情報については、www.energy.gov/windreportをご参照ください。
本日 8 月 19 日に、米国の風力エネルギーをトピックとする ツイッターでのライブチャ
ットにて本レポートの重要点について話し合います。奮ってご参加ください。

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))の以下の記事を翻
訳したものである。
“Energy Department Reports Highlight Strength of U.S. Wind Energy Industry”
http://www.energy.gov/articles/energy-department-reports-highlight-strength-us-wi
nd-energy-industry
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(1110-9)
【新エネルギー分野(燃料電池・水素)】
【環境・資源分野(環境化学)】
仮訳

豊富に存在する材料を使った低電圧の水電解装置を開発 (米国)
生成された水素ガスがゼロエミッション燃料電池自動車の燃料に
2014 年 8 月 25 日
米国の消費者は、ようやく 2015 年にはトヨタや他の自動車メーカーから燃料電池自動
車を購入できるようになる。しかし、ゼロエミッションを売り物としているものの、多
くの自動車は地球温暖化に寄与する化石燃料の天然ガスから製造される水素で稼働す
ることになる。
現在スタンフォード大学の科学者は、米国オ

Ctrl+クリックで写真を拡大

ークリッジ国立研究所のエネルギー部門
(Oak Ridge National Laboratory: ORNL)、
国立台湾科技大学、Canadian Light Source
Inc.、テネシー大学の協力で、液体の水を水
素と酸素の気体に電解する、低コスト・排気
量ゼロの装置を開発した。他の貴金属触媒を
用いた水電解装置と異なり、スタンフォード
の装置の電極は安価で豊富なニッケルと鉄で
スタンフォード大の科学者は水電解に通常の単
3 型電池を使用する低価格の機器を開発した。
写真提供：Mark Scwartz/スタンフォード、
「安価な素材であるニッケルと鉄を使用し、 プレコート・エネルギー研究所

できている。

1.5v の電池一つで室温の水を充分に電解できるまでに電極触媒を活性化させることが
可能です」と、スタンフォード大の化学教授 Hongjie Dai は言う。「これは、これほど
低い電圧で水を電解するのに非貴金属触媒を利用した初めての試みでした。これはかな
りすばらしいことで、この電圧で達成するには通常白金やイリジウムのような高価な金
属が必要だからです。」
水素を生成するのに加え、Dai 教授によると、この新しい水電解装置は塩素ガスや重要
な工業用化学物質である水酸化ナトリウムを生成するのにも使用できるという。Dai 教
授達はこの新しい装置について、8 月 22 日発行の Nature Communications 誌に掲載
の研究論文で説明している。
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水素の将来性
自動車メーカー各社は長いこと、水素燃料電池はガソリンエンジンの有望な代替品と考
えてきた。燃料電池技術は基本的に水電解の逆である。燃料電池は、蓄蔵されている水
素ガスと空気中の酸素を結合して電気を発生させ、車の動力となる。唯一の副産物は水
であり、温室効果ガスである二酸化炭素を排出するガソリン燃焼とは異なる。
今年の初め、現代自動車がカリフォルニア州南部で燃料電池自動車のリースを開始した。
トヨタとホンダも 2015 年中に燃料電池自動車の販売を開始する。こうした車のほとん
どは高温蒸気と天然ガスから水素を生成する大規模工場で製造された(水素)燃料で駆
動するのだが、（これらの工場では水素生成と同時に）二酸化炭素を副産物として放出
するエネルギー大量消費プロセスを伴っている。
水を電解して水素を作ることは、化石燃料を必要とせず、温室効果ガスを発生させるこ
ともない。しかし、科学者は産業規模の使用に耐えうる触媒を備えた、安価で高効率の
水電解装置を今後開発しなくてはならない。
「高い触媒活性で高い耐久性のある低価格の電極触媒の作成は、数十年にわたる長い道
のりでした」と、Dai 教授は言う。
「ニッケル素材の触媒が白金と同じ程度に効果的で
あると発見したときは、まったく驚きました。
」
省エネルギーと低コスト化
この発見はスタンフォードの大学院生で共著者である Ming Gong によるものである。
「Ming は高純度のニッケルメタルや酸化ニッケルの各単体よりもより活性が高い、ニ
ッケルメタル/酸化ニッケルの構造を発見したのです」と Dai 教授は説明する。研究の
もう一人の主共著者でオークリッジ国立研究所の Wigner フェロー、Wu Zhou の電子
顕微鏡による研究は、この Ni/NiO-カーボンナノチューブ素材の特性の発見を支持する
決定的な実験的証拠を提供した。「この新しい構造は水素電極触媒に向いていますが、
科学的にはまだ完全にわかっていません」と、Dai 教授はさらに述べる。
このニッケル/酸化ニッケル触媒は水電解に要する電圧を著しく低下させ、Gong によ
れば、結果的に電力費用について水素生産者は数億ドル単位でコストを削減できること
になる。氏の次のゴールはこの装置の耐久性だ。
「電極はそれなりに安定していますが、時間の経過とともにゆっくり腐食していきます」
と、Gong は言う。
「現在の装置はおそらく数日は持ちますが、数週間もしくは数ヶ月
の方が好ましいでしょう。このゴールは私の最近の研究結果をもとに到達可能です。」

27

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1110, 2014.9.25

また研究者は太陽光発電で稼働する水電解装置の開発も計画している。
水素は自動車の動力、建物、電力系統の再生可能エネルギーの貯蔵に理想的な燃料です」
、
と Dai は語る。
「私たちは非常に活性度が高く、低価格の触媒を生産することができる
のを大変喜ばしく思っています。物質のナノスケール単位の応用技術を通して、燃料製
造とエネルギー消費の方法に変化をもたらすことが本当にできるのです。
」
この研究のその他の著者は、Mingyun Guan、 Meng-Chang Lin、 Bo Zhang、 Di-Yan
Wang、Jiang Yang（スタンフォード大学）、Mon-Che Tsai、 Bing-Joe Wang (国立台
湾科技大学）
、 Jiang Zhou、Yongfeng Hu （Canadian Light Source Inc.）、Stephen
J. Pennycook （テネシー大学）
。
主要財源はスタンフォード大学の世界気候およびエネルギー・プロジェクト並びにプレ
コート・エネルギー研究所、米国エネルギー省科学局から提供されている。電子顕微鏡
研究関係は、オークリッジ国立研究所の研究室主導研究開発プログラムを通じての
Wigner フェローシップの協力により、米国エネルギー省科学局の施設、オークリッジ
国立研究所の Center for Nanophase Materials Sciences で行われた。
著者：Mark Scwartz （スタンフォード大学 プレコート・エネルギー研究所）
関連リンク
https://energy.stanford.edu/news/stanford-scientists-develop-water-splitter-runs-or
dinary-aaa-battery Stanford University, Precourt Institute for Energy
http://www.nature.com/ncomms/2014/140822/ncomms5695/full/ncomms5695.html
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翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 渡邉 史子）

出典：本資料は米・オークリッジ国立研究所(ORNL)の以下の記事を翻訳したものであ
る。
“SCIENTISTS DEVELOP LOW-VOLTAGE WATER SPLITTER THAT USES
ABUNDANT MATERIALS”
http://www.ornl.gov/ornl/news/features/2014/scientists-develop-low-voltage-water-s
plitter-that-uses-abundant-materials
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