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ｱﾒﾘｶ合衆国
・ネブラスカ
大学リンカ
ーン校 

    2015/6/23 

新しい 2 次元材料の特性が有望 
(UNL chemists: New 2-D material’s properties show promise) 

・ ネブラスカ大学リンカーン校は、グラフェン、フォスフォレン（黒リンの原子膜物質）や MoS2 のような 2 次
元材料でこれまで注目されなかった三硫化チタン(titanium trisulfide: TiS3)について理論研究し、その優れ
た特性を実証。 
・ 研究では TiS3 がフォスフォレンや MoS2 に比して高い電子移動度、またシリコンのものに近い適度なバ
ンドギャップを有することを発見。次にチタンと硫黄から作成した TiS3から粘着テープで微小片を剝がし取
り、トランジスタとして性能試験を実施。 
・ 同材料のバンドギャップはまた、光子も吸収するため太陽電池での利用も期待。 

URL:  
http://news.unl.edu/newsrooms/unltoday/article/unl-chemists-new-2-d-material-s-properties-
show-promise/  

（関連情報）  

      

Angewandte Chemie 掲載論文(アブストラクトのみ；全文は有料) 

Titanium Trisulfide Monolayer: Theoretical Prediction of a New Direct-Gap Semiconductor with High and 
Anisotropic Carrier Mobility 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201502107/abstract  

（関連情報）  

      

Nanoscale 掲載論文(アブストラクトのみ；全文は有料) 

Few-layer titanium trisulfide (TiS3) field-effect transistors 

URL:  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2015/nr/c5nr01895a#!divAbstract  

  

 

《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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2-2 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・イリノイ大

学 

    2015/6/23 

グラフェンの平面シートを 3D 構造にする新プロセスを開発 
(Robust new process forms 3D shapes from flat sheets of graphene) 

・ イリノイ大学アーバナシャンペーン校は、グラフェンの平面 2D シートをピラミッド型や支柱型等の微細な
3D 構造形状集積、また金ナノ粒子とグラフェンのハイブリッド構造の 3D 集積を初めて実証。人間の皮膚
の形状や特性に適応したバイオセンシングデバイスやセンシングやアクチュエータ等の MEMS とグラフェ
ンを利用したハイブリッドデバイスでの利用が期待。 
・ 3D 微細構造表面へのグラフェンの転写の際に局所的なストレスにより亀裂が入り、グラフェンの利用は
これまで平面や曲面利用に限定。 
・ 湿式転写と adaptive substrate engineering を用いて様々な形態と寸法の 3D 形状でグラフェンを集積す
るシンプル、多目的でスケーラブルな方法を実証。これまでに比して大サイズで均一な損傷の無い 3D グ
ラフェン形状を実現。 

URL:  http://engineering.illinois.edu/news/article/11255  

（関連情報）  

      

Nano Letters 掲載論文(アブストラクトのみ；全文は有料) 

Three-Dimensional Integration of Graphene via Swelling, Shrinking, and Adaptation 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.5b01036  
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英国・ケンブ
リッジ大学 

    2015/6/24 

ロボティクスのスマート材料を「よりどりみどり」に合成 
(‘Pick & mix’ smart materials for robotics) 

・ ケンブリッジ大学は、初めて多数の機能材料を用いて、多機能な一つのポリマー材料を合成するシンプ
ルな方法を開発。 
・ 今回同技術で作成した「デザイナー」材料は、電圧を加えることで折り曲がりや膨張する機能をソフトロ
ボティクスに利用するイオン電場応答性ポリマー(i-EAP)と、筋肉メモリとして特定の形状のプログラミング
ができる 2 方向形状記憶ポリマー(SMP)を組み合わせた inter-penetrated network (IPN)として知られる人
工筋肉。 
・ これら「デザイナー」材料はロボティクス、自動車、航空宇宙、警備産業での利用が期待。 

URL:  http://www.cam.ac.uk/research/news/pick-mix-smart-materials-for-robotics  

（関連情報）  

      

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

Smarter Actuator Design with Complementary and Synergetic Functions 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201500209/abstract  

2-4 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・スタンフォ
ード大学 

    2015/6/25 

引き伸ばした薄膜結晶がより優れた太陽電池開発に期待 
(Stanford researchers stretch a thin crystal to get better solar cells) 

・ スタンフォード大学の研究チームが可変的なバンドギャップを持つMoS2半導体結晶を開発。このような
半導体は特に太陽光スペクトルでより広範囲なエネルギーを吸収する太陽電池での利用可能性が期待。 
・ MoS2 は単分子層と呼ばれるもので、この単分子層が紙が重なった様な状態にあり、それぞれの単分
子層が半導体として機能する可能性を保持。その格子構造は大きく引き伸ばしても壊れず。引き伸ばすこ
とで MoS2 中で電子が移動するのに必要なエネルギー、すなわちバンドギャップが変化。 
・ 製造プロセスがスケーラブルかつ安価な可変的バンドギャップを持つ人工結晶としてエレクトロニクスで
の利用も期待。 

URL:  http://news.stanford.edu/news/2015/june/crystals-stretch-monolayer-062515.html  

（関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト) 

Optoelectronic crystal of artificial atoms in strain-textured molybdenum disulphide 

URL:  http://www.nature.com/ncomms/2015/150619/ncomms8381/full/ncomms8381.html  

2-5 

英国・エクス
ター大学 

    2015/6/25 

人工皮膚開発の変革を引き起こすグラフェン製造のブレイクスルー 
(Breakthrough in graphene production could trigger revolution in artificial skin development) 

・ エクスター大学は、グラフェンをより安価で容易に製造する革新的な技術を開発し、初めて透明でフレ
キシブルなタッチセンサーを作成。ロボットに利用できる人工皮膚開発が可能に。 
・ 現在一般的にグラフェンは高コストで長時間を要する CVD 法で作成。同技術は、英国のグラフェン企業
Moorfield 社が開発した工業用コールドウォール型 CVD システム、いわゆるナノ CVD システムでグラフェ
ンを成長させるもの。半導体産業で利用されているコンセプトをベースとするため、製造工場新設の必要
無く従来の 100 倍の速さ、99%のコスト減、さらに優れた電気特性のグラフェンの大量生産が可能に。 

URL:  http://www.exeter.ac.uk/news/featurednews/title_458057_en.html  

（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 Quality Monolayer Graphene Synthesized by Resistive Heating Cold Wall Chemical Vapor Deposition 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201501600/abstract  

http://engineering.illinois.edu/news/article/11255
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.5b01036
http://www.cam.ac.uk/research/news/pick-mix-smart-materials-for-robotics
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201500209/abstract
http://news.stanford.edu/news/2015/june/crystals-stretch-monolayer-062515.html
http://www.nature.com/ncomms/2015/150619/ncomms8381/full/ncomms8381.html
http://www.exeter.ac.uk/news/featurednews/title_458057_en.html
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201501600/abstract
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2-6 
欧州・グラフ
ェンフラッグ

シップ 

    2015/6/26 

ボッシュ社がグラフェンセンサー技術でブレイクスルーを達成 
(Bosch breakthrough in graphene sensor technology) 

・ 独・ボッシュ社とマックスプランク協会 Solid State Research 研究所が、「Graphene Week 2015」におい
て、シリコンベースの同等装置に比べ 100倍感度の高いグラフェンベースの省電力・小型のホール効果磁
気センサーを開発したと発表。 
・ 現在、グラフェンの大面積のウェハーベースや転写フリーの合成技術が確立していないことから、既存
センサー技術より優れたグラフェンベースのセンサーの商品の実現には 5～10 年程かかる見通し。 

URL:  
http://graphene-flagship.eu/?news=bosch-breakthrough-in-graphene-sensor-technology#.VZOQ
lX-Zb94  

【環境･省資源分野】  
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ﾄﾞｲﾂ連邦共
和国・ミュン
ヘン工科大

学 

    2015/6/30 

バイオ発想の触媒がガス液油化技術の道を拓く 
(Bio-inspired catalyst paves the way to 'gas-to-liquid'-technologies) 

・ ミュンヘン工科大学と共同研究チームが、生物に着想を得たゼオライト触媒を開発。天然ガスを燃料や
化学産業での前駆体に変換する、小規模のガス液油化(GTL)技術への道が拓ける可能性。 
・ 現在 GTL は大規模プロセスのみ可能で、期待されるのはメタンの小規模直接改質プロセスのなかでも
実現性が高い、メタノールへのメタン部分酸化。低温で作動するため、より安全でエネルギー効率が良
好。 
・ 研究チームが開発したモルデナイト構造の銅ゼオライト触媒は、効率的かつ選択的にメタンをメタノー
ルに酸化させる酵素のメタンモノオキシゲナーゼ(MMO)反応を模倣。従来のゼオライト触媒よりも格段に
高効率。 

URL:  http://www.tum.de/en/about-tum/news/press-releases/short/article/32504/  

（関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト) 

Single-site trinuclear copper oxygen clusters in mordenite for selective conversion of methane to 
methanol 

URL:  http://www.nature.com/ncomms/2015/150625/ncomms8546/full/ncomms8546.html  

2-8 

ｱﾒﾘｶ合衆国
(DOE)・ｴｲﾑ
ｽﾞ国立研究

所 

    2015/7/3 

エイムズ研究所 CMI の新しいプロセスが工場の床から磁石をリサイクル 
(New CMI process recycles magnets from factory floor) 

・ エイムズ国立研究所の Critical Materials Institute (CMI)は、磁石製造プロセス中に発生するレアアース
磁性材料のサマリウム・コバルトの廃棄粉末を回収してポリマー結合磁石や焼結磁石製造に再利用する
安価なプロセスを開発。 
・ 磁石製造中に発生する削りくずを磁石製造に直接利用することで高価で時間のかかる金属分離ステッ
プを省略。プロセス最適化で向上可能な強度 11MGOe を有する磁石を製造。 

URL:  
https://www.ameslab.gov/news/news-releases/new-cmi-process-recycles-magnets-factory-flo
or  

【蓄電池・ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ分野（蓄電池）】   

2-9 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・ﾏｻﾁｭｰｾｯ
ﾂ工科大学

(MIT) 

    2015/6/23 

新製造技術がリチウムイオン蓄電池コストを半減 
(New manufacturing approach slices lithium-ion battery cost in half) 

・ MIT と同大学スピンオフ企業の 24M 社は、現在普及しているリチウムイオン蓄電池の価格を大幅に低
減し、性能を向上、さらにリサイクルを容易にする技術を開発。 
・ 同技術はフロー蓄電池と従来の固体蓄電池の特徴を持つ半固体蓄電池で、製造が大幅に簡易化さ
れ、蓄電池はフレキシブルでダメージに強い。 
・ 同蓄電池の製造プロセスでは電極材料をコロイド状に保ち、従来必要な乾燥ステップを省略。より少な
く厚い電極利用で従来蓄電池構造の多数の層と構造中の非機能材料量を 80%減少。製造コストが半減。 
・ 電力系統規模での利用に取り組むが、重量・容量制限のある EV 車等の利用可能性も。 
・ 24M 社は 2020 年までに容量キロワット時当たり 100 ドル以下の蓄電池製造が可能と予測。 

URL:  http://newsoffice.mit.edu/2015/manufacturing-lithium-ion-battery-half-cost-0623  

（関連情報）  

      

Journal of Power Sources 掲載論文(アブストラクトのみ；全文は有料) 

Component-cost and performance based comparison of flow and static batteries 

URL:  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775315010575  

  

http://graphene-flagship.eu/?news=bosch-breakthrough-in-graphene-sensor-technology#.VZOQlX-Zb94
http://graphene-flagship.eu/?news=bosch-breakthrough-in-graphene-sensor-technology#.VZOQlX-Zb94
http://www.tum.de/en/about-tum/news/press-releases/short/article/32504/
http://www.nature.com/ncomms/2015/150625/ncomms8546/full/ncomms8546.html
https://www.ameslab.gov/news/news-releases/new-cmi-process-recycles-magnets-factory-floor
https://www.ameslab.gov/news/news-releases/new-cmi-process-recycles-magnets-factory-floor
http://newsoffice.mit.edu/2015/manufacturing-lithium-ion-battery-half-cost-0623
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775315010575
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【新エネルギー分野（燃料電池・水素）】   

2-10 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・スタンフォ
ード大学 

    2015/6/23 

スタンフォード大学開発の単一触媒水電解装置がクリーンに燃焼する水素を休み無く生産 
(Single-catalyst water splitter from Stanford produces clean-burning hydrogen 24/7)  

・ スタンフォード大学が、単一触媒を使用して水素と酸素を連続して製造する低コストの水電解装置を開
発。同装置は 1.5V の低電圧で、連続作動時間は世界で初めて 200 時間超。 
・ 従来の水電解装置で用いられる高価な白金触媒とイリジウム触媒に代わり、安価で製造が容易なニッ
ケル-鉄酸化物を両電極に使用し、室温で 82%というこれまでにない水電解効率を実現。 
・ 同触媒は、ニッケル-鉄酸化物をリチウムイオン蓄電池研究で用いられる手法で超微細粒子に分解し、
表面積を増大して触媒反応を活性化。 

URL:  http://news.stanford.edu/pr/2015/pr-water-splitter-catalyst-062315.html  

（関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト) 

Bifunctional non-noble metal oxide nanoparticle electrocatalysts through lithium-induced conversion for 
overall water splitting 

URL:  http://www.nature.com/ncomms/2015/150623/ncomms8261/full/ncomms8261.html  

2-11 

スイス連邦
工科大学ロ
ーザンヌ校

(EPFL) 
(ローザンヌ
工科大学) 

    2015/7/1 

安価な太陽エネルギー貯蔵新技術を開発 
(A new method for cheaper solar-energy storage) 

・ EPFL は、太陽エネルギーの発電で直接水素を生成するより安価な太陽パネルの製造方法を開発。 
・ 混合しない 2 種の液体の界面をのばし棒として活用し、優れた電気特性を持つ 2 次元材料のニセレン
化タングステンの小片が均一に分散したインクを高品質の薄膜に形成。次に 2 種の液体を取り除き、フレ
キシブルな樹脂基板に移した同薄膜は他の方法で製造した同材料の薄膜よりも効率が優れ、概念実証
段階で太陽から水素への変換効率は 1%。将来向上のポテンシャル有り。この薄膜の液液製造法は商業
レベルにスケールアップ可能で、大面積のロール・ツー・ロールプロセスにも最適。 
・ 同材料の安定性と同製造方法の簡便性は経済的な太陽-燃料エネルギー変換に向けた重要な進展。 

URL:  http://actu.epfl.ch/news/a-new-method-for-cheaper-solar-energy-storage-2/  

（関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト) 

Self-assembled 2D WSe2 thin films for photoelectrochemical hydrogen production 

URL:  http://www.nature.com/ncomms/2015/150701/ncomms8596/full/ncomms8596.html  

【新エネルギー分野（太陽光発電）】   

2-12 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・カリフォル
ニア大学ロ
サンゼルス

校 

    2015/6/18 

太陽エネルギー貯蔵に変革をもたらす技術を開発 
(UCLA chemists devise technology that could transform solar energy storage) 

・ カリフォルニア大学ロサンゼルス校が、一般的な有機太陽電池に見られる無秩序なポリマードナーとフ
ラーレンアクセプターを適切に配置することで、数日から数週間にわたり正・負電荷の分離状態を保持で
きる構造を持つ、植物の光合成に着想を得た有機太陽電池材料を開発。 
・ ポリマー内に電子を受けるフラーレンをいくつか配置。外に配置したフラーレンへと電子を受け渡すこと
で、ポリマーからの電子分離状態を維持。有機光起電材料でこれが可能となったのは初めて。 
・ 同材料は従来の有害な有機溶剤の代わりに水中で自己組成。実際の太陽電池への適用方法を検討。 

URL:  
http://newsroom.ucla.edu/releases/ucla-chemists-devise-technology-that-could-transform-sol
ar-energy-storage  

（関連情報）  

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ；全文は有料) 

Long-lived photoinduced polaron formation in conjugated polyelectrolyte-fullerene assemblies 

URL:  http://www.sciencemag.org/content/348/6241/1340  

ｱﾒﾘｶ合衆国
・SLAC 国立
加速器研究

所 

  （関連情報）  
 

低コスト太陽パネルの効率を大幅に向上する新設計 
(New Design Could Dramatically Boost Efficiency of Low-cost Solar Panels) 

0 

URL:  
https://www6.slac.stanford.edu/news/2015-07-10-new-design-could-dramatically-boost-efficie
ncy-low-cost-solar-panels.aspx  

  

http://news.stanford.edu/pr/2015/pr-water-splitter-catalyst-062315.html
http://www.nature.com/ncomms/2015/150623/ncomms8261/full/ncomms8261.html
http://actu.epfl.ch/news/a-new-method-for-cheaper-solar-energy-storage-2/
http://www.nature.com/ncomms/2015/150701/ncomms8596/full/ncomms8596.html
http://newsroom.ucla.edu/releases/ucla-chemists-devise-technology-that-could-transform-solar-energy-storage
http://newsroom.ucla.edu/releases/ucla-chemists-devise-technology-that-could-transform-solar-energy-storage
http://www.sciencemag.org/content/348/6241/1340
https://www6.slac.stanford.edu/news/2015-07-10-new-design-could-dramatically-boost-efficiency-low-cost-solar-panels.aspx
https://www6.slac.stanford.edu/news/2015-07-10-new-design-could-dramatically-boost-efficiency-low-cost-solar-panels.aspx
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【新エネルギー分野（バイオマス）】   

2-13 

英国・マンチ
ェスター大

学 

    2015/6/18 

バイオ燃料の新経路を切り拓くカビの発見 
(Mould unlocks new route to biofuels) 

・ マンチェスター大学がイースト糸状菌から分離した 2 種の重要な酵素について正確なメカニズムと構造
を特定。炭化水素の新しくクリーンな生産経路を提供。 
・ 保存料であるソルビン酸を含む食品に生えたイースト糸状菌が灯油に類似した臭気を放つメカニズム
を詳細に調査。この菌が変形型のビタミン B2(フラビン)を使って揮発性炭化水素生成を促進。 

URL:  http://www.manchester.ac.uk/discover/news/article/?id=14707  

  

  （関連情報）  
 

Nature 掲載論文(アブストラクトのみ；全文は有料) 

New cofactor supports α,β-unsaturated acid decarboxylation via 1,3-dipolar cycloaddition 

URL:  http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature14560.html  

 
2-14 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・ウィスコン
シン大学マ
ディソン校 

    2015/7/1 

微生物に優しいバイオ燃料生成環境を作る 
(Making the biofuels process safer for microbes) 

・ ウィスコンシン大学マディソン校はミシガン州立大学と共同で、トウモロコシ茎葉等のセルロース系バイ
オマスからのエタノール生成でサッカロマイセス・セレビシエやエシェリヒア・コリ等の微生物にとって有害
で、糖化プロセスを遅らせる芳香族化合物を除去するプロセスを開発。 
・ 同プロセスでは、芳香族化合物を消費する代謝的に万能な微生物のロドシュードモナス・パルストリス
(Rhodopseudomonas palustris)を活用。また、同微生物は、その代謝経路を遺伝子操作することで、芳香
族の複雑な醸造物を化学工業用の重要な前駆体として利用できる様々な酸に変換。 
・ 今後は、より多量の芳香族化合物消費能力、他物質への耐久性向上等、同微生物の機能を最適化の
予定。 

URL:  http://www.engr.wisc.edu/news/archive/2015/july01.html  

（関連情報）  

      

Environmental Science &Technology 掲載論文(アブストラクトのみ；全文は有料) 

Metabolism of multiple aromatic compounds in corn stover hydrolysate by Rhodopseudomonas palustris 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.5b02062  

【新エネルギー分野（海洋エネルギー発電）】  

2-15 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・ｴﾈﾙｷﾞｰ省
(DOE)ｴﾈﾙ
ｷﾞｰ効率･再
生可能ｴﾈﾙ

ｷﾞｰ局
(EERE) 

    2015/7/2 

革新的な波力エネルギー装置がハワイでクリーン電力の生産を開始 
(Innovative Wave Power Device Starts Producing Clean Power in Hawaii) 

・ 米国初となる外洋からグリッド接続された波力エネルギー変換器(WEC)のパイロット試験が、DOE と米
国海軍の支援の下、ハワイ州オアフ島の海軍波力エネルギーテストサイト(WETS)にて開始。ハワイ大学
が独立的な第三者試験を実施。 
・ 同装置は Northwest Energy Innovations (NWEI)社が開発したもので、オレゴン州沖の制御海域でのプ
ロトタイプ試験を昨年までに終了。グリッド接続された 20kW 発電装置の実証プロジェクトを通じ、性能や信
頼性に関するデータを収集。 
・ NWEI は DOE から 500 万ドルの追加支援を受けており、今後は同試験結果を活用して効率と信頼性を
さらに向上し、500～1,000kW のフルスケール装置を開発・試験予定。 

URL:  http://apps1.eere.energy.gov/news/progress_alerts.cfm/news_id=22000  

（参考情報）  

      

同プロジェクトの詳細（NWEI 社のウェブサイト） 

Hawaii Demonstration Project 

URL:  http://azurawave.com/projects/hawaii/  

 
 

 

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.manchester.ac.uk/discover/news/article/?id=14707
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature14560.html
http://www.engr.wisc.edu/news/archive/2015/july01.html
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.5b02062
http://apps1.eere.energy.gov/news/progress_alerts.cfm/news_id=22000
http://azurawave.com/projects/hawaii/
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