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ﾄﾞｲﾂ連邦共
和国・ﾍﾙﾏﾝ
･ﾌｫﾝ･ﾍﾙﾑﾎ
ﾙﾂ協会
(HGF) 

    2015/7/31 

オプトエレクトロニクス用の新型電極となる透明で導電性を有するカプセル化された銀ナノワイヤ網を開
発 
(Transparent, electrically conductive network of encapsulated silver nanowires – a novel electrode for 
optoelectronics) 

・ ヘルムホルツ協会 Materials and Energy 研究所が最小限の材料で太陽電池やオプトエレクトロニクス
部品用の高導電性を有する透明な電極を開発。 
･ アルミニウムでドープされた酸化亜鉛(AZO)を原子層蒸着法により、銀ナノワイヤ上に徐々にコーティ
ングすることにより、形成された微小な AZO 結晶が、銀ナノワイヤを完全に覆い尽くしカプセル化。 
・ その結果、従来の銀グリッド電極と同等の導電性を実現しながら、銀の使用量を約 1/70 にまで削減。 

URL:  http://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=14269;sprache=en;typoid=3228  

（関連情報）  

      

Nano Energy 掲載論文(アブストラクトのみ；全文は有料) 

Encapsulation of silver nanowire networks by atomic layer deposition for indium-free transparent 
electrodes 

URL:  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211285515002815  

4-2 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・カリフォル
ニア大学ロ
サンゼルス

校 

    2015/8/3 

より強靱な延性セラミクス実現に一歩前進 
(UCLA materials scientists take big step toward tougher ductile ceramics) 

・ カリフォルニア大学ロサンゼルス校は、折り曲げても壊れない延性を有する強靱なセラミクス製造方法
を研究中。イオン、共有結合、金属で化学結合する原子を持つ遷移金属炭化物に着目。 
・ これらの3種の化学結合が同材料の特性の鍵と仮定して炭化ジルコニウムと炭化タンタルの単結晶で
圧縮試験を実施。その結果、室温下で亀裂を発生することなく変形。結晶サイズと方位が材料の機械 
(力学)的挙動で重要な役割を担うことを提示。 
・ 遷移金属炭化物は、高温下で強度と安定性を維持する耐久性部品を必要とする航空宇宙分野で活用
が期待。同材料の硬度は 20Gpa を超え(鋼鉄は 1～2Gpa)、華氏 6,300 度で溶融(鋼鉄は華氏 2,700 度)。 
・ 同研究により延性セラミクスは遷移金属炭化物及び遷移金属窒化物をベースに開発が可能と判明。
可塑性に影響する原子レベルでのメカニズムを解明する追加的な研究が必要。 

URL:  
http://newsroom.ucla.edu/releases/ucla-materials-scientists-take-big-step-toward-tougher-d
uctile-ceramics  

（関連情報）  

      

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

Nanomechanics of Refractory Transition-Metal Carbides: A Path to Discovering Plasticity in Hard 
Ceramics 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jace.13686/abstract  

  

 

《本誌の一層の充実のため、ご意見、ご要望など下記宛お寄せください。》 
E-mail：q-nkr@ml.nedo.go.jp 

NEDO は、国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構の略称です。 
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・ﾏｻﾁｭｰｾｯ
ﾂ工科大学

(MIT) 

    2015/7/27 

MIT をはじめとするコンソーシアムのフォトニクス製造技術開発に 1.1 億ドルのグラント提供 
(Consortium including MIT awarded $110M national grant to promote photonics manufacturing) 

・ オバマ政権は、ニューヨーク州ポリテクニック・インスティテュート(SUNY Poly)を本拠地に American 
Institute for Manufacturing Integrated Photonics (AIM Photonics)が率いる産学官連携による米国のフォ
トニクス製造技術開発の新たな官民パートナーシップを発表。 
・ 連邦政府が 1.1 億ドル、AIM Photonics コンソーシアムが 5 億ドルを資金提供。 
・ MIT は同プログラムにおいて、シリコンフォトニクスの技術革新を指揮。同大学と SUNY Poly 間の既存
の共同研究では 300mm のシリコンフォトニクスプラットフォームを開発。SUNY Poly がその最先端製造施
設を建設。 
・ フォトニクスとエレクトロニクスの統合により、車輌衝突回避システムに利用できる LIDAR (light 
intensity direction and ranging) システムのサイズとコストの大幅な低減や、高精度バイオ・化学センサー
の進展も可能に。 

URL:  http://newsoffice.mit.edu/2015/110-million-grant-promote-photonics-manufacturing-0727  
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スイス連邦
工科大学チ
ューリッヒ校
（チューリッ
ヒ工科大
学） (ETH) 

    2015/7/27 

より小型で高速、安価なモジュレータを開発 
(Smaller, faster, cheaper) 

・ ETHチューリッヒ工科大学は、従来の1/100のサイズの、電気信号を光信号に変換するモジュレータを
新たに開発。さらに同モジュレータは従来に比して大幅に安価、高速で省エネ。 
・ 現在の電気通信では、モジュレータサイズの下限である 1.5 ミクロンの波長のレーザー光線を使用。デ
バイスサイズをより縮小するため、光を表面プラズモンポラリトン (SPP)に変換。プラズモンポラリトンは、
その発生源の光の波長に比してより狭い空間に閉じ込めが可能。また、干渉計の動作原理を活用して
デバイスの光出力を制御しデータ転送に必要なパルスを合成。 
・ 同小型モジュレータは、ガラス基板上の 150nm の厚さの金レイヤーと有機材料というシンプルな構成
で製造も安価。また従来に比して大幅に小型化されたため、毎秒 70 ギガビットのデータ送信速度で数千
分の 1 ワットのみとエネルギー消費も通常の 100 分の 1 と大幅に減少。現在、商業化に向けて同モジュ
レータの信頼性を長期試験中。 

URL:  
https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2015/07/smaller-faster-cheaper.ht
ml  

（関連情報）  

      

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

All-plasmonic Mach–Zehnder modulator enabling optical high-speed communication at the microscale 

URL:  http://www.nature.com/nphoton/journal/v9/n8/full/nphoton.2015.127.html  

【ﾛﾎﾞｯﾄ技術分野】 
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・ﾏｻﾁｭｰｾｯ
ﾂ工科大学

(MIT) 

    2015/8/10 

ヒトの反射神経を備えた二足歩行ロボット 
(A bipedal robot with human reflexes) 

・ MIT が、外骨格型コントローラーを装着した操作者の動作を模倣する遠隔操作二足歩行ロボットで、ヒ
トの反射神経を利用してロボットの重心を瞬時に調整する「バランスフィードバックインターフェース」を備
えた「HERMES」を開発。 
・ 同インターフェースはロボットの重心の変化を遠隔操作者にフィードバック。遠隔操作者が反射的に自
身の重心を移動すると、それが再びロボットに伝わりバランスを素早く調整。従来のロボット内蔵カメラを
用いた視覚フィードバック方式に比して、ロボットの反応時間を大幅に短縮。壁を殴って穴を開ける、バッ
トを振る等の重心移動を伴う動作を、バランスを失って倒れることなく実行可能に。 
・ 同インターフェースの重要な点は、単なるロボット制御ではなく、ヒトのバランス調整能力に関するデー
タ収集ツールとしての可能性。最終的な使用目標は、遠隔操作による災害対応。 
・ 9 月の IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems で発表予定。本研究資
金の一部は DARPA が提供。 

URL:  http://newsoffice.mit.edu/2015/bipedal-robot-with-human-reflexes-0811  

  

http://newsoffice.mit.edu/2015/110-million-grant-promote-photonics-manufacturing-0727
https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2015/07/smaller-faster-cheaper.html
https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2015/07/smaller-faster-cheaper.html
http://www.nature.com/nphoton/journal/v9/n8/full/nphoton.2015.127.html
http://newsoffice.mit.edu/2015/bipedal-robot-with-human-reflexes-0811
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【ｸﾘｰﾝｺｰﾙﾃｸﾉﾛｼﾞｰ分野】 
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・国立ｴﾈﾙ
ｷﾞｰ技術研
究所(NETL) 

    2015/8/3 

DOE がより効率的な超臨界 CO2 サイクル発電を促進するプロジェクトを選定 
(DOE Selects Project to Help Advance More Efficient Supercritical Carbon Dioxide-Based Power Cycles) 

・ 国立エネルギー技術研究所(NETL)が、より低コスト、高効率の超臨界 CO2 サイクル発電に向けた、新
型排熱回収熱交換器の開発プロジェクトを Thar Energy 社が実施することに決定。 
・ 超臨界 CO2 作動流体を用いた発電サイクルは、最新の蒸気タービンによる発電よりも高い熱効率が
期待されるが、現在は排熱回収熱交換器のコストと有効性が同サイクルのフルスケール実証と採算性
の障壁。 
・ 同社はオークリッジ国立研究所等と連携し、事業用大型超臨界圧CO2ブレイトンサイクルに適した、高
温・高差圧排熱回収熱交換器技術を開発する予定。DOE からは約 9 百万ドルの支援。 

URL:  
http://www.netl.doe.gov/newsroom/news-releases/news-details?id=3205e97f-0df8-4aee-8aaf-
326b5839e9c5  

（参考情報）  

      

NETL 超臨界 CO2 サイクル発電技術開発 

Technology Development for Supercritical Carbon Dioxide (SCO2) Based Power Cycles 

URL:  
http://www.netl.doe.gov/research/coal/energy-systems/turbines/supercritical-co2-power-cycl
es  
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・国立ｴﾈﾙ
ｷﾞｰ技術研
究所(NETL) 

    2015/8/11 

DOE が分野横断的技術研究に 12 プロジェクトを採択 
(DOE Selects Twelve Projects for Crosscutting Technology Research Funding) 

・ DOE の国立エネルギー技術研究所(NETL)が、分野横断的研究プログラムの炭素マネジメントと高効
率発電システム実現橋渡し技術開発より、12 プロジェクトへの資金提供を決定。同プログラムは、基盤技
術を応用技術に移行させることが目的。 
・ プロジェクトの対象は下記 5 テーマ：化石エネルギーのための高性能構造材料技術の移転、工業用ガ
スタービン用高温ガス流路センサ、先進的エネルギーシステムのセンサ情報を取り込む新型制御方式
のテスト、高効率CO2管理システムの新シミュレーション技術、発電プラントとCO2貯留運転用水質管理
及び処理。 

URL:  
http://www.netl.doe.gov/newsroom/news-releases/news-details?id=96dc91c4-1ec4-4a18-97f1
-d6c7b8d8013a  

（参考情報）  

      

プログラムの概要 

Crosscutting Technology Research 

URL:  http://www.netl.doe.gov/research/coal/crosscutting  

【蓄電池・エネルギーシステム分野】 
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・ジョージア
工科大学 

    2015/7/29 

ゾルゲルキャパシタ誘電体がエネルギー貯蔵で最高記録を達成 
(Sol-gel Capacitor Dielectric Offers Record-high Energy Storage) 

・ ジョージア工科大学は、シリコン原子に結合した極性基を含むシリカゾルゲル薄膜とナノスケールの自
己組成したオクチルホスホン酸単層から成るキャパシタ誘電体新材料を開発。同材料の二層構造が同
ゾルゲル材料への電子の注入をブロックし、リーク電流を低減、破壊強度やエネルギー抽出効率を向
上。 
・ ゾルゲルと有機基の組合せやホスホン酸等の脂肪酸はよく知られるものだが、これらを組み合わせた
高密度エネルギー貯蔵デバイス開発は初めて。 
・ 従来の電解コンデンサや薄膜リチウムイオン電池を超える電界強度 830 ボルト/μで抽出可能エネル
ギー密度最高 40 ジュール/㎤、エネルギー抽出効率 72%、出力密度 520 ワット/㎤を実証。ただし、電子
デバイスや車輌に使用するリチウムイオン電池の仕様には整合せず。 
・ キャパシタでは高エネルギー密度と高出力密度の同時実現は困難であるところ、エネルギー密度で電
池を超えたキャパシタ開発は初めて。次の目標は大サイズデバイスでの性能を調査するため同材料の
スケールアップ。成功すればスタートアップ企業や中小企業技術革新研究制度(SBIR project)を通し商業
化も。 

URL:  
http://www.news.gatech.edu/2015/07/29/sol-gel-capacitor-dielectric-offers-record-high-ener
gy-storage  

（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) 

Bilayer Structure with Ultrahigh Energy/Power Density Using Hybrid Sol–Gel Dielectric and 
Charge-Blocking Monolayer 

URL:  
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.201500767/abstract;jsessionid=69ED50C8F590
1EC3C58C9917665F5F59.f02t02  

  

http://www.netl.doe.gov/newsroom/news-releases/news-details?id=3205e97f-0df8-4aee-8aaf-326b5839e9c5
http://www.netl.doe.gov/newsroom/news-releases/news-details?id=3205e97f-0df8-4aee-8aaf-326b5839e9c5
http://www.netl.doe.gov/research/coal/energy-systems/turbines/supercritical-co2-power-cycles
http://www.netl.doe.gov/research/coal/energy-systems/turbines/supercritical-co2-power-cycles
http://www.netl.doe.gov/newsroom/news-releases/news-details?id=96dc91c4-1ec4-4a18-97f1-d6c7b8d8013a
http://www.netl.doe.gov/newsroom/news-releases/news-details?id=96dc91c4-1ec4-4a18-97f1-d6c7b8d8013a
http://www.netl.doe.gov/research/coal/crosscutting
http://www.news.gatech.edu/2015/07/29/sol-gel-capacitor-dielectric-offers-record-high-energy-storage
http://www.news.gatech.edu/2015/07/29/sol-gel-capacitor-dielectric-offers-record-high-energy-storage
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.201500767/abstract;jsessionid=69ED50C8F5901EC3C58C9917665F5F59.f02t02
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.201500767/abstract;jsessionid=69ED50C8F5901EC3C58C9917665F5F59.f02t02
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・ｱﾙｺﾞﾝﾇ国
立研究所

(ANL) 

    2015/8/5 

新たな保護殻がシリコンベースのリチウムイオン蓄電池を改良 
(Protective shells may boost silicon lithium-ion batteries) 

・ アルゴンヌ国立研究所が、シリコンベース材料を電極に用いたリチウムイオン蓄電池で、従来のエチレ
ンカーボネート電解液にフッ素を添加すると、同電極の大幅な膨張に耐える伸縮性を有する保護殻が形
成されることを発見。 
・ シリコンのエネルギー貯蔵量はグラファイトの約 10 倍だが、充電時にグラファイト電極が 10%膨張する
のに対してシリコン電極は最大 300%膨張するため、同電極の周囲に伸縮性に富む保護殻を形成する新
たな電解液の開発が必須。 
・ 今回のフルオロエチレンカーボネート電解液は、シリコン電極周囲にゴム状の SEI（固体電解質界面）
を形成。同蓄電池の商用化に向け、今後は同保護層をさらに効率的に形成する電解液化合物を研究。 

URL:  http://www.anl.gov/articles/protective-shells-may-boost-silicon-lithium-ion-batteries  

（関連情報）  

      

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

What Makes Fluoroethylene Carbonate Different? 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jpcc.5b03591  

4- 
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・ﾏｻﾁｭｰｾｯ
ﾂ工科大学

(MIT) 

    2015/8/5 

 「黄身」と「殻」で蓄電池性能を向上 
(“Yolks” and “shells” improve rechargeable batteries) 

・ MIT はリチウムイオン蓄電池のアノードを構成する二酸化チタンのシェルの中にアルミニウムが入った
ナノ粒子を開発。電極の充電時の膨張と放電時の収縮による蓄電池性能劣化を防ぎ、蓄電池の寿命や
容量の大幅な向上が可能に。 
・ アルミニウムは理論的電荷蓄積容量 2Ah/g を有する低コスト材料だが、リチウム吸収時に大きく膨
張。このためアルミニウム粒子が機械的ストレスを発生させ電気接点を切断する等の課題がありアルミ
ニウム電極開発はこれまで不成功。二酸化チタンシェルは膨張・収縮が少なく、シェルをコーティングする
SEI(solid-elecrolyte interphase)層も安定し、中のアルミニウムと液体電解質との直接的な接触を回避。 
・ 500 充放電サイクル後、二酸化チタンシェルは若干厚みを増したが、SEI の蓄積無くリチウムイオンと
電子の出入りが可能となり、中のアルミニウムを完全に包囲。通常の充電レートでグラファイト電極の 3
倍超の 1.2Ah/g の容量、6 分間完全充電の高速充電レートで 0.66Ah/g を記録。 

URL:  http://newsoffice.mit.edu/2015/yolks-and-shells-improve-rechargeable-batteries-0805  

（関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト) 

High-rate aluminium yolk-shell nanoparticle anode for Li-ion battery with long cycle life and ultrahigh 
capacity 

URL:  http://www.nature.com/ncomms/2015/150805/ncomms8872/full/ncomms8872.html  

4- 
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英国・
Highways 
England 

    2015/8/12 

"Electric highways"技術のオフロード試験 
(Off road trials for “electric highways” technology) 

・ Highways England はイングランドの主要道路上での EV や HV への走行中のワイヤレス電力供給に向
け、オフロード試験を年内に行うことを計画。これは世界初の試みで、超低公害車が停車してバッテリー
の充電をしなくとも長距離走行できるよう、同技術が高速道路や主要幹線道路上でどう安全で効果的に
機能するか検証。 
・ 今回の試験は「ダイナミックワイヤレス送電」技術のフィージビリティスタディの完了を受けてのもの。 
・ 対象となるのは、車両へのワイヤレス給電技術の搭載と、高速道路の状況を再現する路面下に敷設
した機材のテスト。期間は約 18 ヶ月で、成果により、路上での試験に続く予定。 

URL:  https://www.gov.uk/government/news/off-road-trials-for-electric-highways-technology  

（参考情報）  

      

先行プロジェクトの詳細 

Preparing the Strategic Road Network for electric vehicles 
Project Details 

URL:  
http://www.highways.gov.uk/knowledge/projects/preparing-the-strategic-road-network-for-ele
ctric-vehicles/  

  

http://www.anl.gov/articles/protective-shells-may-boost-silicon-lithium-ion-batteries
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jpcc.5b03591
http://newsoffice.mit.edu/2015/yolks-and-shells-improve-rechargeable-batteries-0805
http://www.nature.com/ncomms/2015/150805/ncomms8872/full/ncomms8872.html
https://www.gov.uk/government/news/off-road-trials-for-electric-highways-technology
http://www.highways.gov.uk/knowledge/projects/preparing-the-strategic-road-network-for-electric-vehicles/
http://www.highways.gov.uk/knowledge/projects/preparing-the-strategic-road-network-for-electric-vehicles/
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・ﾏｻﾁｭｰｾｯ
ﾂ工科大学

(MIT) 

    2015/8/17 

電解質の固体化で蓄電池をより安全で長寿命に 
(Going solid-state could make batteries safer and longer-lasting) 

・ MIT 等の研究者らが、リチウムイオン蓄電池の固体電解質のコンピュータによる設計法を新たに開
発。通常、同電池の電解質には充放電時に荷電粒子を電極間で輸送する液体の有機溶剤を利用。しか
し有機溶剤は過熱や火災等を引き起こす原因となるため、固体の電解質が望まれているところ。 
・ 固体電解質の利用により、エネルギー密度を向上させつつ蓄電池寿命、安全性やコストの課題を解
決。リチウム、ゲルマニウム、リン、硫黄の化合物から成る今回開発した超イオンリチウムイオン伝導体
は、従来のリチウムイオン蓄電池と異なり、華氏－20 度(摂氏－29 度）の極寒でも予熱無しで良好に機
能。エネルギー密度は 20～30%向上。 

URL:  http://newsoffice.mit.edu/2015/solid-state-rechargeable-batteries-safer-longer-lasting-0817  

（関連情報）  

      

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

Design principles for solid-state lithium superionic conductors 

URL:  http://www.nature.com/nmat/journal/vaop/ncurrent/full/nmat4369.html  

【新エネルギー分野(太陽光発電）】 

4- 
13 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・カリフォル
ニア大学リ
バーサイド

校 

    2015/7/27 

太陽光スペクトルを再形成して光を電気に変換 
(Reshaping the solar spectrum to turn light into electricity) 

・ カリフォルニア大学リバーサイド校は、無機半導体ナノ結晶 (セレン化カドミウム、セレン化鉛）と有機
化合物 (ジフェニルアントラセン、ルブレン)を統合することで、通常では光起電材料を通り抜けてしまう太
陽光スペクトルの可視-近赤外領域の光子のアップコンバージョンに成功。太陽光スペクトルの近赤外領
域の利用によりエネルギー変換効率の 30%超の向上が可能に。 
・ セレン化鉛ナノ結晶は近赤外光子を可視光子に変換。同材料への 980nm赤外線放射実験結果では、
入射光子のほぼ倍で、太陽電池が吸収できる橙色/黄色蛍光の 550nm 光に変換。これらの無機半導体
ナノ結晶が光子 2 個を吸収し、有機化合物がそれらを結合して高エネルギー光子 1 個を作成。 
・ 同研究結果は太陽光発電以外に生体撮像やデータ記憶、有機発光ダイオード等でのアプリケーション
にも期待。 

URL:  http://ucrtoday.ucr.edu/30606  

（関連情報）  

      

NANO Letters 掲載論文(アブストラクトのみ；全文は有料) 

Hybrid Molecule–Nanocrystal Photon Upconversion Across the Visible and Near-Infrared 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.5b02130  

4- 
14 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・ﾛｰﾚﾝｽﾊﾞｰ
ｸﾚｰ国立研
究所(LBNL) 

    2015/8/12 

米国の分散型太陽光発電システム価格は 2014 年に 10～20%低下、2015 年も同傾向が継続 
(U.S. Distributed Solar Prices Fell 10 to 20 Percent in 2014, with Trends Continuing into 2015) 

・ ローレンスバークレー国立研究所(LBNL)が、太陽光発電(PV)のコストに関する年次レポート「Tracking 
the Sun」の最新版を公開。 
・ 同レポートによれば、米国内で 2014 年に設置された PV システム価格は住宅用と小型（500kW 以下）
非住宅用 PV システムで 0.40 ドル/W、大型（500kW 超）非住宅用 PV システムで 0.70 ドル/W 低下。PV
システム価格は 5 年連続で低下しており、この傾向は 2015 年上半期も継続。 
・ しかし様々な要因により、住宅用・非住宅用を問わず、同価格には現在でも大きなばらつきがあること
を強調。 

URL:  http://newscenter.lbl.gov/2015/08/12/solar-prices-fell-2015/  

（関連情報）  

      

LBNL の新レポート（PDF57 頁、全文をダウンロード可能） 

Tracking the Sun VIII: The Installed Price of Residential and Non-Residential Photovoltaic Systems in the 
United States 

URL:  http://emp.lbl.gov/publications/tracking-sun-viii-install  

  

http://newsoffice.mit.edu/2015/solid-state-rechargeable-batteries-safer-longer-lasting-0817
http://www.nature.com/nmat/journal/vaop/ncurrent/full/nmat4369.html
http://ucrtoday.ucr.edu/30606
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.5b02130
http://newscenter.lbl.gov/2015/08/12/solar-prices-fell-2015/
http://emp.lbl.gov/publications/tracking-sun-viii-install
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・SLAC 国立
加速器研究

所 

    2015/8/12 

微細な熊手が低コスト太陽電池の効率を倍増 
(Microscopic Rake Doubles Efficiency of Low-cost Solar Cells)              

・ SLAC国立加速器研究所とスタンフォード大学の共同研究チームが、高分子太陽電池において光吸収
ポリマーの塗布時に微細な熊手状の突起を用いることで、同電池出力を倍増する製造法を開発。 
・ 実験では、同突起を使用しない場合に比して変換効率が 2倍増。また、微細ストレートエッジブレードを
用いて作製したものに比して変換効率が 18%向上。 
・ 今回の研究では、有機半導体の導電率改善を目的として以前開発された「fluid-enhanced crystal 
engineering (FLUENCE)」技術を利用。ポリマーを導電面に塗布する際、熊手のように規則正しく並んだ固
く微細な柱状突起群（高さ 1.5µm、間隔 1.2µm）をわずかな傾斜で押し当て、毎秒 25～100µm の低速で引
っかくことで、ナノメートルサイズの均一で電気特性に優れた結晶が生成。 
・ 今後の目標は他のポリマーブレンドへの同技術の適用と、産業規模の高速ロールツーロール印刷プ
ロセスへの適応による最も安価な太陽電池製造コストの実現。 

URL:  
https://www6.slac.stanford.edu/news/2015-08-12-microscopic-rake-doubles-efficiency-low-c
ost-solar-cells.aspx  

（関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト) 

Flow-enhanced solution printing of all-polymer solar cells 

URL:  http://www.nature.com/ncomms/2015/150812/ncomms8955/full/ncomms8955.html  

【新エネルギー分野（風力発電）】 

4- 
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・ｻﾝﾃﾞｨｱ国
立研究所
(SANDIA) 

    2015/8/5 

洋上風力プラントのための構造ヘルスモニタリングと予測マネジメント 
(Structural Health Monitoring and Prognostics Management for Offshore Wind Plants) 

・  サンディア国立研究所と共同研究チームが、構造ヘルス・予測マネジメント (Structural Health 
Monitoring and Prognostics Management: SHPM)技術による、洋上風力プラントの発電収入増加と均等化
発電原価削減を図る革新技術の開発と評価について、4 年に及ぶ調査研究を完了。 
・ 研究チームは風車の SHPM システム開発と最適化を支援する、物理的シミュレーションモデルとシミュ
レーション法を開発。 
・ 同システムは運転管理コストを大幅に下げるだけでなく、風車の健全性を保つ制御にも利用可能で、
機器の破損の検知、タービン操作（スマート負荷マネジメント）による機器の破損の軽減と長寿命化を図
ることが目標。 

URL:  
http://energy.sandia.gov/structural-health-monitoring-and-prognostics-management-for-offsh
ore-wind-plants/  

（関連情報）  

      

洋上風力発電所のための構造ヘルス・予測マネジメント：サンディア研究所 R&D 事業最終レポート 

Structural Health and Prognostics Management for Offshore Wind Plants: Final Report of Sandia R&D 
Activities   

URL:  http://prod.sandia.gov/techlib/access-control.cgi/2015/152593.pdf  

4- 
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・ｴﾈﾙｷﾞｰ省

(DOE) 

    2015/8/10 

DOE のレポートが米国風力発電産業の成長を強調 
(Energy Department Reports Highlight Trends of Growing U.S. Wind Energy Industry) 

・ DOE は、米国の風力発電産業に関してローレンスバークレー国立研究所(LBNL)およびパシフィック・ノ
ースウェスト国立研究所(PNNL)とそれぞれ共同で制作した 2 通のレポートを公開。 
・ LBNL の「2014 Wind Technologies Market Report」によれば、米国の風力発電容量は 2014 年に 8%伸
びて、現在約 66 ギガワット。これは世界第 2 位の規模であり、平均的な年の国内最終電力需要の 4.9%
に相当。また、風力発電による電力価格は過去最低となっており、従来の他の電力源と競合可能である
と指摘。 

URL:  http://www.energy.gov/articles/energy-department-reports-highlight-trends-growing-us-wind-
energy-industry  

（参考情報）  

      
LBNL のニュースリリース 
Study Finds that the Price of Wind Energy in the United States is at an All-time Low, Averaging under 
2.5¢/kWh 

URL:  http://newscenter.lbl.gov/2015/08/10/study-finds-that-the-price-of-wind-energy-in-the-unit
ed-states-is-at-an-all-time-low-averaging-under-2-5%c2%a2kwh/  

（関連情報）  

      
LBNL の新レポート（PDF93 頁、全文をダウンロード可能） 
2014 Wind Technologies Market Report. 
URL:  http://www.energy.gov/eere/wind/downloads/2014-wind-technologies-market-report  

（関連情報）  

      
PNNL の新レポート（PDF46 頁、全文をダウンロード可能） 
2014 Distributed Wind Market Report 
URL:  http://www.energy.gov/eere/wind/downloads/2014-distributed-wind-market-report  

https://www6.slac.stanford.edu/news/2015-08-12-microscopic-rake-doubles-efficiency-low-cost-solar-cells.aspx
https://www6.slac.stanford.edu/news/2015-08-12-microscopic-rake-doubles-efficiency-low-cost-solar-cells.aspx
http://www.nature.com/ncomms/2015/150812/ncomms8955/full/ncomms8955.html
http://energy.sandia.gov/structural-health-monitoring-and-prognostics-management-for-offshore-wind-plants/
http://energy.sandia.gov/structural-health-monitoring-and-prognostics-management-for-offshore-wind-plants/
http://prod.sandia.gov/techlib/access-control.cgi/2015/152593.pdf
http://www.energy.gov/articles/energy-department-reports-highlight-trends-growing-us-wind-energy-industry
http://www.energy.gov/articles/energy-department-reports-highlight-trends-growing-us-wind-energy-industry
http://newscenter.lbl.gov/2015/08/10/study-finds-that-the-price-of-wind-energy-in-the-united-states-is-at-an-all-time-low-averaging-under-2-5%c2%a2kwh/
http://newscenter.lbl.gov/2015/08/10/study-finds-that-the-price-of-wind-energy-in-the-united-states-is-at-an-all-time-low-averaging-under-2-5%c2%a2kwh/
http://www.energy.gov/eere/wind/downloads/2014-wind-technologies-market-report
http://www.energy.gov/eere/wind/downloads/2014-distributed-wind-market-report
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【新エネルギー分野（燃料電池・水素）】 
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・ジョージア
工科大学 

    2015/7/23 

超極薄で空洞のナノケージが燃料電池触媒の白金利用を低減 
(Ultra-thin Hollow Nanocages Could Reduce Platinum Use in Fuel Cell Electrodes)  

・ ジョージア工科大学等が、ナノケージの内外で触媒作用を起こすことのできる白金原子スケール層の
空洞・多孔質ナノケージ構造を新たに開発。同ケージ作成プロセスでは、パラジウムナノ結晶のテンプレ
ートに白金原子を蒸着しパラジウムをエッチング剤で除去。後に残る白金原子 3～6 個層厚、直径 20nm
の白金ナノケージを燃料電池電極で使用した場合、白金の利用効率が 7 倍まで向上。 
・ 同プロセスでは、反応に不要な白金の使用量が大幅に削減され、触媒の表面積を減少させる焼結の
影響が少なくなるためより大型のナノ結晶作成が可能に。層毎の蒸着や表面の原子配列の制御も可能
に。 
・ パラジウムナノ結晶テンプレートで立方体や 8面体のナノケージの作成が可能。これにより触媒活性を
操作。 

URL:  
http://www.news.gatech.edu/2015/07/23/ultra-thin-hollow-nanocages-could-reduce-platinum
-use-fuel-cell-electrodes  

（関連情報）  

      

ウィスコンシン大学マジソン校の記事 

Cages offer new direction in sustainable catalyst design 

URL:  http://news.wisc.edu/23907  

（関連情報）  

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ；全文は有料)  

Platinum-based nanocages with subnanometer-thick walls and well-defined, controllable facets 

URL:  http://www.sciencemag.org/content/349/6246/412.abstract  

4- 
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・コロラド鉱
山大学 

    2015/7/23 

パワフルで効率的なセラミック燃料電池が家庭で天然ガスから電力を生産 
(Powerful, efficient ceramic fuel cells could enable in-home production of electricity from natural gas) 

・コロラド鉱山大学は、水素又はメタンで発電するプロトン伝導セラミック形燃料電池を実証。従来のセラ
ミック型燃料電池に比して大幅な低温度で運転。 
・正孔、酸素イオン、プロトンを一度に伝導する空気電極利用で低温度でも高活性。また、複雑性やコス
トを大幅に削減する燃料電池製造方法を採用。 
・米国立科学財団及び Petroleum Institute が初期ファンディング提供。その後エネルギー高等研究計画
局 (ARPA-E)の REBELS プログラム下で研究開発を実施。 

URL:  http://www.minesnewsroom.com/press-releases/powerful-efficient-ceramic-fuel-cells-could-e
nable-home-production-electricity  

（関連情報）  

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ；全文は有料) 

Readily processed protonic ceramic fuel cells with high performance at low temperatures 

URL:  http://www.sciencemag.org/content/early/2015/07/22/science.aab3987  

【新エネルギー分野（海洋エネルギー発電）】 

4- 
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・DOE・ｴﾈﾙ
ｷﾞｰ効率･再
生可能ｴﾈﾙ

ｷﾞｰ局
(EERE) 

    2015/8/6 

DOE が波力・潮力発電システムの先進的な要素開発に対して 740 万ドルを資金提供 
(Energy Department Awards $7.4 Million to Develop Advanced Components for Wave and Tidal Energy 
Systems) 

・ DOE が、海洋・水力発電(marine and hydrokinetic: MHK)システム専用で製造が容易な次世代水力発
電要素技術の革新を促進するため、4 プロジェクト（2 企業・2 大学）に 740 万ドルの資金提供を行うと発
表。同資金提供は、本年 1 月に発表された資金提供公募(FOA)に対応するもの。 
・ 採択プロジェクトが取り組むのは、先進的制御、横断的な発電用動力伝達装置、革新的構造の 3 分
野。詳細は本文を参照。 

URL:  http://energy.gov/eere/articles/energy-department-awards-74-million-develop-advanced-com
ponents-wave-and-tidal-energy  

 

 

おことわり 
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http://www.news.gatech.edu/2015/07/23/ultra-thin-hollow-nanocages-could-reduce-platinum-use-fuel-cell-electrodes
http://www.news.gatech.edu/2015/07/23/ultra-thin-hollow-nanocages-could-reduce-platinum-use-fuel-cell-electrodes
http://news.wisc.edu/23907
http://www.sciencemag.org/content/349/6246/412.abstract
http://www.minesnewsroom.com/press-releases/powerful-efficient-ceramic-fuel-cells-could-enable-home-production-electricity
http://www.minesnewsroom.com/press-releases/powerful-efficient-ceramic-fuel-cells-could-enable-home-production-electricity
http://www.sciencemag.org/content/early/2015/07/22/science.aab3987
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