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欧州連合
(EU)・ 

Horizon 
2020 

    2015/9/30 

グラフェンフラッグシップが新プロジェクトを発表 
(Graphene Flagship welcomes new projects) 

・ 欧州連合(EU)Horizon 2020 のグラフェンフラッグシップが、同フラッグシップの ERA-NET (FLAG-ERA)
による第 1 回 Joint Transnational Call (JTC)後初となる、13 件の新規プロジェクトを発表。 
・ テーマの内訳は、先進的ナノ加工とスピントロニクス（4 件）、新たな層状材料とヘテロ構造（3 件）、免
疫ゲノミクスとプロテオミクス、バイオ/化学センサー、機能性コーティング、ナノ流体アプリケーション、お
よびデバイスやシステム等の計算モデリング。 
・ 採択プロジェクトは同フラッグシップ初の提携プロジェクトで、合計 990 万ユーロを提供予定。 

URL:  
http://horizon2020projects.com/es-future-emerging-technologies/graphene-flagship-
welcomes-new-projects/  

（参考情報）  

      

採択プロジェクトのリスト 

FLAG-ERA Joint Transnational Call (JTC) 2015 
List of projects recommended for funding 

URL:  http://flagera.eu/?q=FLAG-ERA-call-2015-projects  
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・ﾌﾞﾙｯｸﾍﾌﾞﾝ
国立研究所

(BNL) 

    2015/10/5 

DOE がブルックヘブン研究所に計算材料科学センター新設のための資金提供を発表 
(DOE Announces Funding for New Center for Computational Materials Sciences at Brookhaven Lab) 

・ DOEが、ブルックヘブン国立研究所とラトガース大学に Center for Computational Design of Functional 
Strongly Correlated Materials and Theoretical Spectroscopy（機能性強相関物質・理論分光計算機設計
センター）新設のため、今後 4 年間で 1,200 万ドルの資金提供を発表。 
・ 強相関材料は固体物理学の標準モデルの範疇を超えており、理解を深めるツールの開発が重要な
新技術の開発に結実すると期待。 
・ 同プロジェクトは、より広い層の研究コミュニティーと企業の研究者がバッテリー、高温超電導や熱電
発電等の新材料の開発を加速させるために活用可能な、オープンソースで強固、有効なソフトウェアの
開発と、特定の材料群の物理的・化学的性質の不可欠な情報を網羅するデータベースを構築する予
定。 

URL:  https://www.bnl.gov/newsroom/news.php?a=11777  

  

 

《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) 

    2015/10/5 

微小なグラフェン孔が大きく作用 
(Big range of behaviors for tiny graphene pores) 

・ MIT は、生きた細胞のイオンチャネルに似た選択性や特性を有する微細孔を単一グラフェンシートに
作成。孔のサイズはイオンフロー研究では最小の 2nm で、各孔が独特な選択性を有しグラフェン層を通
して特定のイオンを輸送。 
・ 化学蒸着法（CVD）でグラフェンを作成。自然に生成する欠損の微細孔を使用。 
・ 例えば溶液中の水銀、カリウム、フッ化物のイオン検出センサーやマイニングに利用が可能。将来的
には銀やアルミ等の金属イオンから微量の金イオンの振り分けも期待。現在、浄水に使われるフィルタ
ーがグラフェンで代替されれば、水を通す圧力も大幅に低減。 
・ この基礎研究は今後のグラフェン膜の設計指針に影響を与える可能性。 

URL:  http://news.mit.edu/2015/big-range-behaviors-tiny-graphene-pores-1005  

（関連情報）  

      

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

Heterogeneous sub-continuum ionic transport in statistically isolated graphene nanopores 

URL:  http://www.nature.com/nnano/journal/vaop/ncurrent/full/nnano.2015.222.html  
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・デラウェア

大学 

    2015/10/7 

原子のパッチワーク 
(Patched atoms) 

・ デラウェア大学は、コンピュータシミュレーションにより、バイメタリックコアシェル触媒のナノスケール
での挙動を予測。触媒コア周囲に異種金属の完全な同心円のシェルの形成が必要と考えられていた
が、パッチ状の表面の欠陥があるシェルがより優れた性能を発現し、合成を容易にすることを発見。  
・ ニッケル-白金触媒によるアンモニアの分解シミュレーションで発見。 

URL:  http://www.udel.edu/udaily/2016/oct/structure-bimetallic-catalysts-100715.html  

（関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト) 

Patched bimetallic surfaces are active catalysts for ammonia decomposition 

URL:  http://www.nature.com/ncomms/2015/151007/ncomms9619/full/ncomms9619.html  
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ﾄﾞｲﾂ連邦共
和国・ミュン
ヘン工科大

学 

    2015/10/8 

新方法論が燃料電池触媒の研究を促進 
(New method facilitates research on fuel cell catalysts) 

・ ミュンヘン工科大学を中心とした国際研究チームは、燃料電池（FC）の白金触媒の活性構成を特定
する新たな方法論を開発。触媒開発における触媒表面で起こる化学反応プロセスのモデル化には通常
コンピュータシミュレーションを用いるが、原子数が増えると量子化学計算は急激に複雑化。 
・ "coordination-activity plots"と呼ぶ新方法論は、ある原子の最隣接原子数と隣接原子の配位数をカ
ウントする GCN(generalized coordination number)をベースに形状と吸着特性を巧妙に相関させるもの。
同方法論の精度の実証に、コンピュータ処理で FC 用新型白金触媒を設計。3 種の合成方法でモデル
触媒を作成した結果、いずれも 3.5 倍優れた触媒活性を示した。 
・ 触媒開発における全く新しい方法として、白金量を大幅に低減させたナノ粒子や白金を代替する触媒
活性金属開発に期待。 

URL:  http://www.tum.de/en/about-tum/news/press-releases/short/article/32645/  

（関連情報）  

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ；全文は有料) 

Finding optimal surface sites on heterogeneous catalysts by counting nearest neighbors 

URL:  http://www.sciencemag.org/content/350/6257/185  

  

http://news.mit.edu/2015/big-range-behaviors-tiny-graphene-pores-1005
http://www.nature.com/nnano/journal/vaop/ncurrent/full/nnano.2015.222.html
http://www.udel.edu/udaily/2016/oct/structure-bimetallic-catalysts-100715.html
http://www.nature.com/ncomms/2015/151007/ncomms9619/full/ncomms9619.html
http://www.tum.de/en/about-tum/news/press-releases/short/article/32645/
http://www.sciencemag.org/content/350/6257/185
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・ジョージア
工科大学 

    2015/10/5 

液体による冷却で高密度チップのエレクトロニクスへ 
(Liquid Cooling Moves onto the Chip for Denser Electronics) 

・ ジョージア工科大学は、Field Programmable Gate Array（FPGA）デバイスの背面に直接エッチングした
微小流路により作動中のトランジスタを冷却する技術を新たに開発。IC 上に巨大なヒートシンクや冷却
ファンが不要となり、高密度でパワフルな集積電子システム実現が期待。 
・ 同大学は Altera Corp.社製の 28nm FPGA デバイスを使って、空気冷却チップの作動温度より 60%超
低い温度で作動するモノリシックな冷却チップを実証。処理能力向上に加えてデバイスの長寿命化と電
流漏れの低減が可能に。トランジスタから数百ミクロン離れた場所でシンプルなイオン交換水を微小流
路に流して冷却。 
・ DARPA による支援の同プロジェクトは、高性能 CMOS チップ上で直接液体冷却を初めて実現したも
の。9 月 28 日カリフォルニア州で開催の IEEE Custom Integrated Circuits Conference 2015 にて発表。 
・ 同技術は CPU や GPU を始め、パワーアンプ等のデバイスでも利用が可能。 

URL:  http://www.news.gatech.edu/2015/10/05/liquid-cooling-moves-chip-denser-electronics  

（関連情報）  

      

IEEE Custom Integrated Circuits Conference 2015 ウェブサイト 

0 

URL:  http://ieee-cicc.org/  
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・国立科学
財団(NSF) 

    2015/10/7 

NSF がサイバーセキュリティーの学際的な研究に 7,450 万ドルを提供 
(NSF awards $74.5 million to support interdisciplinary cybersecurity research) 

・ NSF がサイバースペースの安全を確保するための NSF Secure and Trustworthy Cyberspace (SaTc)
プログラムで 7,450 万ドルの研究グラント提供を発表。NSF による過去の基礎研究への投資ではインタ
ーネット上の情報保全やプライバシーの保護の革新的手法を開発し、E コマース、ソフトウェアセキュリ
ティバグ検出やスパムフィルタリング等のベースとなるアルゴリズム形成につながっている。 
・ この SaTc プログラムでは、セキュリテプラクティスと技術の強化、サイバーセキュリティ教育とトレーニ
ングの後押し等を目標とし、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク技術の脆弱性対策に取り組む研究
等を支援。 
・ 同プログラムには 37 州の研究者が関わる 257 件の新規プロジェクトが含まれる。フルリストは別途参
照。 

URL:  http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=136481&org=NSF&from=news  

（関連情報）  

      

NSF SaTC アワードフルリスト 

0 

URL:  
http://www.nsf.gov/awardsearch/advancedSearchResult?WT.si_n=ClickedAbstractsRecentAwa
rds&WT.si_x=1&WT.si_cs=1&WT.z_pims_id=504709&ProgEleCode=8060&BooleanElement=Any&B
ooleanRef=Any&ActiveAwards=true&#results  

【ﾛﾎﾞｯﾄ技術分野】  
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欧州連合
(EU)・ 

Horizon 
2020 

    2015/9/30 

ロボットがスマートホームで高齢者を支援 
(Robots to assist elderly in smart homes) 

・ 欧州連合(EU)Horizon 2020 が約 400 万ユーロを支援する国際プロジェクト「ENRICHME (Enabling 
Robot and assisted living environment for Independent Care and Health Monitoring of the Elderly)」を発
表。同プロジェクトでは、英国リンカーン大学が開発した高齢者支援ロボットをスマートホームと組み合
わせた使用試験を欧州 3 か国で実施。 
・ 同プロジェクトの狙いは、軽度認識障害がある高齢者の自立的な生活の支援と生活の質の向上。ま
た、介護者や医療専門家に 24 時間情況をフィードバックすることで、高齢者の認識障害の進行状況の
確認や、緊急事態の検知ツールとしても期待。他者と暮らす高齢者に対しては、プログラミングによる個
人向けサービスの提供も可能。 
・ プロジェクト期間は 2018 年までで、コーディネーターはイタリア・テサン社。 

URL:  http://horizon2020projects.com/il-ict/robots-to-assist-elderly-in-smart-homes/  

（参考情報）  

      

ENRICHME プロジェクトのウェブサイト 

ENRICHME: ENabling Robot and assisted living environment for Independent Care and Health 
Monitoring of the Elderly 

URL:  http://www.enrichme.eu/wordpress/  

  

http://www.news.gatech.edu/2015/10/05/liquid-cooling-moves-chip-denser-electronics
http://ieee-cicc.org/
http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=136481&org=NSF&from=news
http://www.nsf.gov/awardsearch/advancedSearchResult?WT.si_n=ClickedAbstractsRecentAwards&WT.si_x=1&WT.si_cs=1&WT.z_pims_id=504709&ProgEleCode=8060&BooleanElement=Any&BooleanRef=Any&ActiveAwards=true&#results
http://www.nsf.gov/awardsearch/advancedSearchResult?WT.si_n=ClickedAbstractsRecentAwards&WT.si_x=1&WT.si_cs=1&WT.z_pims_id=504709&ProgEleCode=8060&BooleanElement=Any&BooleanRef=Any&ActiveAwards=true&#results
http://www.nsf.gov/awardsearch/advancedSearchResult?WT.si_n=ClickedAbstractsRecentAwards&WT.si_x=1&WT.si_cs=1&WT.z_pims_id=504709&ProgEleCode=8060&BooleanElement=Any&BooleanRef=Any&ActiveAwards=true&#results
http://horizon2020projects.com/il-ict/robots-to-assist-elderly-in-smart-homes/
http://www.enrichme.eu/wordpress/
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・ﾏｻﾁｭｰｾｯ
ﾂ工科大学

(MIT) 

    2015/9/30 

様々な物体をピックアップして特定できるソフトロボットハンド 
(Soft robotic hand can pick up and identify a wide array of objects) 

・ MIT のコンピュータ科学・人工知能研究所(CSAIL)が、3D プリントでシリコンゴム製のロボットハンドを
作成し、先進的な物体認識アルゴリズムを開発。IROS 2015 にて発表。 
・ 特殊センサーが装着された 3 本の指は、多数のアイテム中から物体のサイズと形状を正確に推定で
きる。 
・ シリコンや紙等の非従来型の材料でできたソフトロボットの超柔軟性 (コンプライアンス) により物体
位置の正確な特定が困難になる等の欠点を、「ベンドセンサー」で補填。ロボットハンドが物体を掴んだ
際、物体の曲線をベースとした位置データを指から送信。このデータを使ってロボットハンドは未知の物
体を掴み上げて過去に経験した物体のデータポイントと比較。 
・ ロボットハンドは、シリコン製の指に加圧した空気を押し入れる一連のピストンで制御され、物体を包
む・つまむように掴むことができる。 
・ 今後はセンサーの向上と追加により多様な物体の特定を目指す。 

URL:  
http://news.mit.edu/2015/soft-robotic-hand-can-pick-and-identify-wide-array-of-objects-
0930  

（関連情報）  

      

IROS 2015 発表論文(フルテキスト: pdf ファイル 27MB)  

Haptic Identification of Objects Using a Modular Soft Robotic Gripper 

URL:  
http://groups.csail.mit.edu/drl/wiki/images/2/27/Homberg_et_al._-_2015_-
_Haptic_Identification_of_Objects_using_a_Modular_Soft_Robotic_Gripper.pdf  
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・フロリダ・
アトランティ

ック大学 

    2015/10/8 

バイオに着想を得たロボットフィンガーが人工義肢技術を進展 
(Bioinspired Robotic Finger Advances Prosthetics Technology) 

・ フロリダアトランティック大学は、3D CAD モデル、3D プリンタにより、形状記憶合金(SMA)を使ったロ
ボティックフィンガーを開発・試験。 
・ SMA を用いて人間の指を模倣した関節の屈曲や伸張動作が可能に。従来型メカニズムに比して軽
量、敏捷、強靭なため、人工義肢デバイスでの利用が期待。 
・ ロボットフィンガー作動には加熱と冷却プロセスが必要なため、動作切り替え速度の向上が今後の課
題ではあるが、常に冷却環境にある水中ロボットで同技術を応用する予定。 
・ 水中での実験では水冷却コンポーネントが指の作動速度を大幅に向上したことを確認。 

URL:  http://www.fau.edu/newsdesk/articles/Bioinspired-Robotic%20Finger.php  

（関連情報）  

      

Bioinspiration & Biomimetics 掲載論文(フルテキスト) 

Anthropomorphic finger antagonistically actuated by SMA plates 

URL:  http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-3190/10/5/056002/meta  
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欧州連合
（EU） 

CORDIS 

    2015/10/12 

危険でコストのかかる水中作業をロボット工学が変える 
(How robotics could transform risky and costly underwater operations) 

・ EU が資金提供する DEXROV プロジェクト（2015 年 3 月～2018 年 9 月）において、並外れた器用さを
備えた水中作業ロボットの開発が進行中。石油・ガス業界において、危険でコストがかかる人による潜
水作業を代行することが目的。 
・ 陸上で人がロボットの動作を「感知」できるような外骨格のシステムを開発し、数千キロ先にいる 3 本
指の水中作業ロボットに指令を伝えて操作する仕組み。 
・ 将来的には、石油・ガス業界のほかウィンドファームや潮力発電所での作業や地質学・考古学的な水
中調査にも活用の見込み。 

URL:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/how-robotics-could-transform-risky-
and-costly-underwater-operations   

（関連情報）  

      

CORDIS ウェブサイト（Project details） 

Delivering the sub-sea technologies for new services at sea 

URL:  http://cordis.europa.eu/project/rcn/193333_en.html  

  

http://news.mit.edu/2015/soft-robotic-hand-can-pick-and-identify-wide-array-of-objects-0930
http://news.mit.edu/2015/soft-robotic-hand-can-pick-and-identify-wide-array-of-objects-0930
http://groups.csail.mit.edu/drl/wiki/images/2/27/Homberg_et_al._-_2015_-_Haptic_Identification_of_Objects_using_a_Modular_Soft_Robotic_Gripper.pdf
http://groups.csail.mit.edu/drl/wiki/images/2/27/Homberg_et_al._-_2015_-_Haptic_Identification_of_Objects_using_a_Modular_Soft_Robotic_Gripper.pdf
http://www.fau.edu/newsdesk/articles/Bioinspired-Robotic%20Finger.php
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-3190/10/5/056002/meta
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/how-robotics-could-transform-risky-and-costly-underwater-operations
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/how-robotics-could-transform-risky-and-costly-underwater-operations
http://cordis.europa.eu/project/rcn/193333_en.html
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・ｻﾝﾃﾞｨｱ国
立研究所
(SANDIA) 

    2015/10/7 

より安価な触媒が水素自動車の燃料コストを下げる 
(Way cheaper catalyst may lower fuel costs for hydrogen-powered cars) 

・ サンディア国立研究所が、水素を低価格な自動車用燃料とするため、白金に替わる安価な二硫化モ
リブデン（MoS2）触媒の性能を向上させ、従来の MoS2 触媒の 4 倍の量の水素を水から製造。 
・ MoS2 は扁平状ナノ構造のスタックとして存在し、その端の部分は白金に匹敵する水素化活性を示す
が、スタック内部の相対的に広大な面は分子の配列が異なるため不活性。しかし、リチウム溶液中で各
ナノシートを剥離すると分子格子の形状が変化し、最終的に端部と同様の触媒活性を持つことが判明。 
・ コンピューターシミュレーションと透過型電子顕微鏡による観測から、理想的な触媒の形状であると結
論。 

URL:  https://share.sandia.gov/news/resources/news_releases/hydrogen_catalyst/#.VhW6xG68Q58  

（関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文（フルテキスト） 

Understanding catalysis in a multiphasic two-dimensional transition metal dichalcogenide 

URL:  http://www.nature.com/ncomms/2015/151007/ncomms9311/pdf/ncomms9311.pdf  
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・タフツ大学 

    2015/10/9 

単一原子の白金-銅合金触媒がコストを低減してグリーンテクノロジーを強化 
(Single Atom Alloy Platinum-Copper Catalysts Cut Costs, Boost Green Technology)  

・ タフツ大学が個々の白金原子を銅の表面に分散させ、白金使用量を著しく削減させた高効果、コスト
効率的な 1,3 ブタジエンの選択的水素添加触媒を開発。1,3 ブタジエンは通常ナフサの水蒸気分解やガ
スオイルの接触分解で生成する化学物質で、ポリマー生成のために水素添加によりプロパンから除去
される不純物。現在、ブタジエン水素添加にはパラジウムと銀を使用。 
・ 同大学は、アルミ担体の白金-銅の単一原子合金ナノ粒子触媒を作成し、産業用圧力・温度下で試
験し、安定した継続作動を確認。このような安価な白金-銅触媒により、クリーンエネルギーやグリーン
ケミカル生成技術の環境に優しいデバイスとプロセスでの応用拡大の促進が期待。 

URL:  
http://now.tufts.edu/news-releases/single-atom-alloy-platinum-copper-catalysts-cut-costs-
boost-green-technology  

（関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト)  

Selective hydrogenation of 1,3-butadiene on platinum–copper alloys at the single-atom limit 

URL:  http://www.nature.com/ncomms/2015/151009/ncomms9550/full/ncomms9550.html  

【蓄電池・エネルギーシステム分野】  
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欧州連合
（EU） 

CORDIS 

    2015/9/30 

高エネルギー密度のリチウム硫黄蓄電池で電気自動車セクターが息を吹き返す 
(Energy dense lithium battery offers new lease of life to electric car sector) 

・ 欧州連合（EU）が支援する LISSEN プロジェクトが、エネルギー密度が従来比 3 倍のリチウム硫黄蓄
電池を開発。主に電気自動車向け蓄電池として期待。 
・ 本年 8 月に終了した同プロジェクトでは、改良した有機溶液と安定的なイオン液体電解質によって、
硫黄カソード溶解に伴って発生する機能低下問題を低減できることが判明。今回開発された蓄電池は、
アノードにシリコン-カーボン複合材料、カソードにナノ構造の硫化リチウム-カーボン複合材料を使用。 
・ 現在は同蓄電池のプロトタイプを開発中。スケーラビリティや製造方法についても研究中。 

URL:  http://cordis.europa.eu/news/rcn/123986_en.html  

（参考情報）  

      

LISSEN プロジェクトのウェブサイト 

Lithium Sulfur Superbattery Exploitating Nanotechnology 

URL:  http://www.lissen.eu/  
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欧州連合
（EU） 

CORDIS 

    2015/10/6 

空気から生じるエネルギー 
(Energy out of thin air) 

・ EU が資金提供する STABLE プロジェクトにおいて、これまで 50 サイクルが上限だったリチウム空気
電池の寿命を 151 サイクルまで延ばすことに成功。 
・ 電池を効果的に充電することのできる高活性二元機能触媒を発見し、適切な皮膜を用いてリチウム
アノードをデンドライト形成から保護し、Li2O2 の溶解度を上げる電解質の安定性を向上させ、カソード
の詰まりを防止。 
・ 今後の上市を目指して技術の改良に挑戦。 

URL:  http://cordis.europa.eu/news/rcn/124022_en.html  

（関連情報）  

      

STABLE ウェブサイト 

STable high-capacity lithium-Air Batteries with Long cycle life for Electric cars 

URL:  http://cordis.europa.eu/project/rcn/104540_en.html  

https://share.sandia.gov/news/resources/news_releases/hydrogen_catalyst/#.VhW6xG68Q58
http://www.nature.com/ncomms/2015/151007/ncomms9311/pdf/ncomms9311.pdf
http://now.tufts.edu/news-releases/single-atom-alloy-platinum-copper-catalysts-cut-costs-boost-green-technology
http://now.tufts.edu/news-releases/single-atom-alloy-platinum-copper-catalysts-cut-costs-boost-green-technology
http://www.nature.com/ncomms/2015/151009/ncomms9550/full/ncomms9550.html
http://cordis.europa.eu/news/rcn/123986_en.html
http://www.lissen.eu/
http://cordis.europa.eu/news/rcn/124022_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/104540_en.html
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・ｴﾈﾙｷﾞｰ省

(DOE) 

    2015/10/9 

新レポートで比類無い成長が示された燃料電池技術の進展に DOE が 2 千万ドル超を資金提供 
(Energy Department Invests More than $20 Million to Advance Fuel Cell Technologies as New Report 
Shows Unprecedented Growth in Industry) 

・ DOE は燃料電池技術に関する新レポートを公開し、同産業が前例の無いペースで継続的に成長して
いると結論。DOE は同市場のさらなる拡大に向けて、燃料電池・水素関連技術を進展し、FCEV 等の燃
料電池アプリケーションの早期採用を可能にする 10 プロジェクトに対する 2 千万ドル超の資金提供を発
表。 
・ 同レポートによれば、世界の燃料電池市場の売上は 2013 年の 13 億ドルから 2014 年の 22 億ドルに
急成長。また、2014 年の燃料電池出荷台数は 5 万台超。 
・ 採択されたプロジェクトのうち、7 件は水素生産技術の研究開発プロジェクト。残り 3 件は初期市場と
実証に関するもの。 

URL:  
http://www.energy.gov/articles/energy-department-invests-more-20-million-advance-fuel-
cell-technologies-new-report-shows  

（関連情報）  

      

採択プロジェクトの詳細 

Energy Department Invests $20 Million to Advance Hydrogen Production and Delivery Technologies 

URL:  
http://www.energy.gov/eere/articles/energy-department-invests-20-million-advance-
hydrogen-production-and-delivery  

（参考情報）  

      

DOE の新レポート（PDF77 ページ、全文をダウンロード可能） 

Fuel Cell Technologies Market Report 2014 

URL:  http://energy.gov/sites/prod/files/2015/10/f27/fcto_2014_market_report.pdf  

【新エネルギー分野(太陽光発電）】   
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・ﾛｰﾚﾝｽﾊﾞｰ
ｸﾚｰ国立研
究所(LBNL) 

    2015/9/30 

米国の太陽エネルギー発電電力価格が平均 5 セント/kWh に低下 
(Price of Solar Energy in the United States Has Fallen to 5¢/kWh on Average) 

・ ローレンスバークレー国立研究所(LBNL)が、5MW 超の太陽エネルギー発電プロジェクトのコスト、性
能、価格の主要動向を示す年次レポート「Utility-Scale Solar」の 2014 年版を発表。 
・ 同レポートによれば、事業用プロジェクトの開発者から電力会社への売電価格は 1kWh 当たり平均 5
セント。この価格は現在 30%の連邦政府投資税額控除によるもので、同控除は 2016 年以降 10%に引き
下げられる予定。 
・ この他、同レポートの調査によって、W 当たりの設置プロジェクトコストが 2009 年から 50%を超えて低
下していることや、2013 年に設置したプロジェクトの 2014 年の設備利用率が平均 29.4%に達したこと等
が判明。 

URL:  
http://newscenter.lbl.gov/2015/09/30/price-of-solar-energy-in-the-united-states-has-
fallen-to-5%c2%a2kwh-on-average/  

（関連情報）  

      

LBNL の新レポート（PDF49 ページ、全文をダウンロード可能） 

Utility-Scale Solar 2014: An Empirical Analysis of Project Cost, Performance, and Pricing Trends in 
the United States 

URL:  https://emp.lbl.gov/publications/utility-scale-solar-2014  
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ﾄﾞｲﾂ連邦共
和国・ﾌﾗｳﾝ
ﾎｰﾌｧｰ協会

(FhG) 

    2015/10/1 

太陽電池用の低価格ウェハー 
(Low-cost wafers for solar cells) 

・ フラウンホーファー協会が原料の 50％削減とエネルギーコストの 80％削減できる新しいシリコンウェ
ハー製造方法を開発。 
・ 同製造方法は、クロロシランを製造し 1000℃以上でこれを熱し水素と混ぜ合わせた後、化学蒸着法
（CVD）によりシリコン基板表面に蒸着させる方式で、原子層ごとの結晶シリコンウェハー成長が可能。
また、あらかじめ多孔質シリコンの形で機械的切断点を取り入れておくため基板から簡単に切り離せる
利点もある。 
・ これにより、切断工程を省略でき損失材料が減り、従来よりもはるかに薄いウェハーの形成が可能。
従来より 20％減の低価格の太陽電池モジュールの提供が見込まれる。 
・ 同製造方法の市場展開事業を引き継いだスピンオフ会社の NexWafe 社の工場完成と低コストウェハ
ーの大量生産開始は、2017 年後半を予定。 

URL:  
http://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2015/october/low-cost-wafers-for-solar-
cells.html  

  

http://www.energy.gov/articles/energy-department-invests-more-20-million-advance-fuel-cell-technologies-new-report-shows
http://www.energy.gov/articles/energy-department-invests-more-20-million-advance-fuel-cell-technologies-new-report-shows
http://www.energy.gov/eere/articles/energy-department-invests-20-million-advance-hydrogen-production-and-delivery
http://www.energy.gov/eere/articles/energy-department-invests-20-million-advance-hydrogen-production-and-delivery
http://energy.gov/sites/prod/files/2015/10/f27/fcto_2014_market_report.pdf
http://newscenter.lbl.gov/2015/09/30/price-of-solar-energy-in-the-united-states-has-fallen-to-5%c2%a2kwh-on-average/
http://newscenter.lbl.gov/2015/09/30/price-of-solar-energy-in-the-united-states-has-fallen-to-5%c2%a2kwh-on-average/
https://emp.lbl.gov/publications/utility-scale-solar-2014
http://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2015/october/low-cost-wafers-for-solar-cells.html
http://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2015/october/low-cost-wafers-for-solar-cells.html
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スウェーデ
ン王国・ウメ

オ大学 

    2015/10/1 

電子のハイウェイとなる分子ナノリボンを開発 
(Molecular nanoribbons as electronic highways) 

・ ウメオ大学とカリフォルニア大学バークレー校は、有機太陽電池の重要な材料であるフラーレン誘導
体である PCBM を、簡便な溶液プロセスにより高効率で成長させてエッジがジグザグな 4nm 幅の結晶
性ナノリボンに合成する方法を開発。 
・ 同材料はグラフェンナノリボンと類似するが、それぞれの炭素原子が分子と置き換えられ、有機太陽
電池の理想的な「電子ハイウェイ」となる可能性。有機太陽電池の電子誘電体は、電極への長い経路を
形成し、同時に 10～15nm より薄いことが必要。今回開発の PCBM ナノリボンは、これらを満たす。 
・ さらに研究を進めて有機太陽電池の構成部品としての可能性を探る。 

URL:  
http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/news/newsdetailpage/molecular-
nanoribbons-as-electronic-highways.cid256532  

（関連情報）  

      

ACS NANO 掲載論文(アブストラクトのみ；全文は有料) 

Fabrication of One-Dimensional Zigzag [6,6]-Phenyl-C61-Butyric Acid Methyl Ester Nanoribbons from 
Two-Dimensional Nanosheets 

URL:  http://pubsdc3.acs.org/doi/10.1021/acsnano.5b04972  
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・ブラウン大

学 

    2015/10/5 

大面積ペロブスカイト太陽電池効率を向上 
(Research improves efficiency from larger perovskite solar cells) 

・ ブラウン大学と国立再生可能エネルギー研究所(NREL)は、ペロブスカイト太陽電池で 15%の効率を維
持しながら 1 ㎠超に大面積化する製造方法を新たに開発。 
・ シリコン太陽電池に匹敵するエネルギー変換効率 20%超も報告されるペロブスカイト太陽電池は、製
造が比較的安価。しかしこのような高効率は 1 ㎠の 1/10 ほどの電池サイズでのみ達成。 
・ 今回の製造法は、同大学が以前開発したペロブスカイト太陽電池製造の溶液抽出法を利用したも
の。微小なペロブスカイト結晶を予め「接着」して熱処理中に大きな結晶に合体するのを助ける有機前
駆体を追加。熱処理によって余剰な前駆体は除去。 
・ 今後はこの方法や同様な方法を利用して、より大面積のセルで 20～25%の効率を目指す。 

URL:  http://news.brown.edu/articles/2015/10/perovskite  

（関連情報）  

      

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

Square-Centimeter Solution-Processed Planar CH3NH3PbI3 Perovskite Solar Cells with Efficiency 
Exceeding 15% 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201502586/abstract  

（関連情報）  

      

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1114, 2015.5.20  

より効率的なペロブスカイト太陽電池製造方法を開発(米国) 

URL:  http://www.nedo.go.jp/content/100646451.pdf  
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