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欧州委員会 
(EC) 

    2015/10/7 

プラスチックのための機能性ナノ構造－製造技術の革新 
 (Functional nanostructures for plastic - a manufacturing breakthrough) 

・ EU が資金提供する PLAST4FUTURE プロジェクトにおいて、プラスチック部品の表面にナノ構造を組
み込むことができる射出成形機を開発。 
・ 防眩性が必要な部分の表面に直接射出プラスチック成形でナノ構造を加えることで、追加のコーティ
ング材なしで防眩特性を実現。また、顔料やフィルムを使わずにナノ構造を用いてプラスチックの着色も
可能。 
・ 自動車メーカーやその他プラスチック関連製造業の製造工程や製品の改良および競争力の強化を
目指す。 

URL:  
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/news/article_1
5_10_07_en.html?infocentre&item=Nanotechnology&artid=36416&caller=other  

（関連情報）  

      

PLAST4FUTURE プロジェクトウェブサイト 

0 

URL:  http://www.plast4future.eu/  

【電子･情報通信分野】  
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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) 

    2015/10/20 

2D 励起子レーザーで画期的なブレイクスルーを実現 
(Exciting Breakthrough in 2D Lasers) 

・ ローレンスバークレー国立研究所が、二硫化タングステン(WS2)をマイクロディスク共振器に組み込む
ことで、可視光波長域における励起子レーザー発振を実証。遷移金属ジカルコゲニド(TMDC)の中でも
極微小フォトニクス・オプトエレクトロニクス分野で期待が大きい二次元 WS2 で、オンチップアプリケーシ
ョンに必須のレーザー発振に初めて成功。 
・ 今回の研究では、プラズモンの微小空洞技術を単分子層内の励起子に適用し、低消費電力で高い Q
値を獲得。同励起子レーザーは、利得媒質として機能する単層 WS2 を 2 種の誘電体層(HSQ, Si3N4)で
両側から挟み込む構造。 

URL:  http://newscenter.lbl.gov/2015/10/20/exciting-breakthrough-in-2d-lasers/  

（関連情報）  

      

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

Monolayer excitonic laser 

URL:  http://www.nature.com/nphoton/journal/vaop/ncurrent/full/nphoton.2015.197.html  

  

 

《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
・ブラウン大

学 

    2015/10/21 

スローなエミッタを高速光源に変換 
(Researchers transform slow emitters into fast light sources) 

・ ブラウン大学とハーバード大学の共同研究で、発光寿命が長いためオプトエレクトロニクスでの利用
には不適であったリン光エミッタを相変化物質の二酸化バナジウム(VO2)と組み合わせることにより、コ
ンピュータチップ等のシリコンベースナノスケールデバイスで有用となる新モジュレーション技術を概念
実証。 
・ ファイバーオプティック通信で広く利用されるリンであるエルビウムイオンエミッタと VO2 を組み合わ
せ、エネルギーが与えられると透明絶縁状態から反射性の金属状態に相変化する VO2 の性質を利用
してオン・オフを切り替え。実験ではエルビウムの発光寿命に比して 1000 倍の切り替え速度を確認。 
・ 光エミッタとして半導体レーザーを使ったオンチップネットワークがあるが、半導体をシリコンチップ上
に直接成長できない等製造が困難。一方、エルビウム等他のリン光体はシリコン上に直接成長可能。 
・ 今回は VO2 にレーザーでエネルギーを与えて相変化させたが、電気にするとより速くなる可能性あ
り。今後も技術の改善を継続。 

URL:  https://news.brown.edu/articles/2015/10/phosphormod  

（関連情報）  

      

Nature Communications(フルテキスト) 

Dynamic control of light emission faster than the lifetime limit using VO2 phase-change 

URL:  http://www.nature.com/ncomms/2015/151022/ncomms9636/full/ncomms9636.html  
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・スタンフォ
ード大学 

    2015/10/23 

グラフェンは高密度で省エネメモリーチップの鍵とスタンフォード大エンジニアが言及 
(Graphene key to high-density, energy-efficient memory chips, Stanford engineers say) 

・ スタンフォード大学が、グラフェンを利用したより高密度で省エネなメモリーチップ、抵抗変化型
RRAM(resistive random-access memory)と相変化メモリ(phase change memory)について３件の実験を
通して実証。 
・ グラフェンを用いた RRAM は揮発性シリコンメモリのように高速で、不揮発性フラッシュメモリと同様に
電源オフ後もデータを保持し、シリコンチップに比して消費電力が低い。 
・ 相変化メモリーセルにグラフェンリボンを極薄電極として利用。グラフェンの細いエッジが材料中に電
流を押し流し、極めて高エネルギー効率で相変化を促す。 
・ さらに、相変化メモリーチップでグラフェンの電気・熱特性を活用し、グラフェンシートの表面を相変化
メモリ合金との接合に利用。相変化材料から熱が逃げるのを防止してエネルギー効率を向上。 

URL:  http://news.stanford.edu/news/2015/october/graphene-memory-chips-102315.html  

（関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト) 

Metal oxide-resistive memory using graphene-edge electrodes 

URL:  http://www.nature.com/ncomms/2015/150925/ncomms9407/full/ncomms9407.html  

（関連情報）  

      

Applied Physics Letters 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料) 

Nanoscale phase change memory with graphene ribbon electrodes 

URL:  http://scitation.aip.org/content/aip/journal/apl/107/12/10.1063/1.4931491  

（関連情報）  

      

NANO Letters 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料) 

Energy-Efficient Phase-Change Memory with Graphene as a Thermal Barrier 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.5b02661  
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・国立科学
財団(NSF) 

    2015/10/30 

NSF の資金提供によるサイバーセキュリティ研究と教育に焦点を当てたスペシャルレポートを発行 
(New special report highlights NSF-funded cybersecurity research and education) 

・ NSF は、オバマ政権による 2015 年 10 月の Cybersecurity Awareness Month を祝してスペシャルレポ
ート(web サイト）、『Cybersecurity: Tech, Tools and Training to Secure the Future』を発行。 
・ NSF は過去 40 年超にわたり、暗号技術やネットワークセキュリティからスパム防止、フィッシング探知
ツール等、現在のインターネットを労働、通信、商業の場にしたコンピュータセキュリティの基礎研究を支
援。 
・ NSF は近年ではサイバーセキュリティ研究と教育に年間約 1 億 6 千万ドルの予算を提供。 
・ 同レポートでは公開鍵暗号技術やソフトウェア・デバッガ等、今日のサイバー・プロテクションの基礎を
成す NSF 資金提供による研究開発を振り返るとともに、未来の暗号技術等について探求する。 

URL:  http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=136588&org=NSF&from=news   

（関連情報）  

      

NSF が発行したスペシャルレポート 

Cybersecurity: Tech, Tools and Training to Secure the Future 

URL:  http://www.nsf.gov/news/special_reports/cybersecurity/  

https://news.brown.edu/articles/2015/10/phosphormod
http://www.nature.com/ncomms/2015/151022/ncomms9636/full/ncomms9636.html
http://news.stanford.edu/news/2015/october/graphene-memory-chips-102315.html
http://www.nature.com/ncomms/2015/150925/ncomms9407/full/ncomms9407.html
http://scitation.aip.org/content/aip/journal/apl/107/12/10.1063/1.4931491
http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.5b02661
http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=136588&org=NSF&from=news
http://www.nsf.gov/news/special_reports/cybersecurity/
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・SLAC 国立
加速器研究

所 

    2015/11/2 

トーストにバターを塗る要領で透明導電体を製造して最高記録を達成 
(A Record-setting Way to Make Transparent Conductors: Spread Them Like Butter on Toast) 

・ 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、フレキシブルな透明導電体の製
造法として、微小なブレードで導電性ポリマーブレンド(PEDOT:PSS)を表面塗布する新技術「solution 
shearing」を開発。 
・ 従来の透明導電体は、ほとんどがインジウムスズ酸化物(ITO)から作られているが、ITO は高価で次
世代デバイス向けのフレキシブルディスプレイには不適。PEDOT:PSS は乾燥すると透明になる上、ITO
よりもはるかに安価でフレキシブル。 
・ PEDOT:PSS の薄膜は、二つ折りの紙マッチ大のシリコンブレードを用いて、ガラス、シリコン、PET、ポ
リエステル樹脂等の様々な材料に 6m/分の速度で塗布可能。同プロセスの速度と温度を調整すると、
膜の厚みや導電性が変化。さらに、2 種のポリマーPEDOT と PSS を層状に分離することで、
PEDOT:PSS における過去最高の導電率を達成。 
・ 同チームは同技術を用いて、ガラス表面にパターン電極を作製。完成した電極は、太陽電池とタッチ
センサーで正しく機能。今後はさらなる性能向上と工業生産へのスケールアップを計画。 

URL:  
https://www6.slac.stanford.edu/news/2015-11-02-record-setting-way-make-transparent-con
ductors-spread-them-butter-toast.aspx  

（関連情報）  

      

Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料) 

Ultrahigh electrical conductivity in solution-sheared polymeric transparent films 

URL:  http://www.pnas.org/content/early/2015/10/28/1509958112.abstract  

（参考情報）  

      

BRIDGE プログラムの採択プロジェクト一覧（2012/8/29 付） 

Bridging Research Interactions Through Collaborative Development Grants in Energy 

URL:  
http://energy.gov/eere/sunshot/bridging-research-interactions-through-collaborative-develop
ment-grants-energy  

【ﾛﾎﾞｯﾄ技術分野】  
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・スタンフォ
ード大学 

    2015/10/15 

スタンフォード大学の人工皮膚が脳細胞に圧感覚を送信 
(Stanford engineers create artificial skin that can send pressure sensation to brain cell) 

・ スタンフォード大学が、圧力を検出してそれをモールス符号の様な電気信号に変換して脳の神経細
胞に直接送信できる樹脂製の皮膚材料を開発。 
・ 同皮膚材料は、2 重の樹脂構造から構成。上部層は指で軽くたたく、固く握手をする等人間の皮膚が
受けるのと同様な範囲の圧力を検出する感覚メカニズムを持つ。下層部は電気信号回路として働く。 
・ 圧力センサーは、ワッフル状樹脂上に分散した数十億個のカーボンナノチューブの働きによるもの。
樹脂に圧力が加わるとナノチューブが近接して導電する。 

URL:  http://news.stanford.edu/news/2015/october/artificial-skin-bao-101515.html  

（関連情報）  

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ；全文は有料) 

A skin-inspired organic digital mechanoreceptor 

URL:  http://www.sciencemag.org/content/350/6258/313  
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欧州委員会 
(EC) 

    2015/10/26 

産業労働者をサポートするロボットスーツ 
 (A robot suit to help industrial workers) 

・ 第 7 次欧州研究開発フレームワーク計画(FP7)の Robo-Mate プロジェクトにおいて、力仕事などの重
労働をサポートするロボットスーツ"exoskeleton（外骨格）"を開発。 
・ 本スーツは、ヒューマン・マシン・インターフェース(HMI)と認識知能および腕と背中のメカトロニクスサ
ポートを備える設計で作業員の肉体労働補助やけがの予防が目的。対象物を認識するセンサーで周
囲の危険物を察知し動力を制限する安全装置作動システムも搭載し、安全性確保に貢献。 
・ プロトタイプは、2015 年 6 月に公開済。今後 15 年で年間 660 億 US ドル (600 億ユーロ以上) に倍増
すると思われるロボット市場をリードすべく開発を続行中。 

URL:  
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/news/article_1
5_10_26_en.html?infocentre&item=Infocentre&artid=36716  

（関連情報）  

      

Robo-Mate プロジェクトのウェブサイト 

0 

URL:  http://www.robo-mate.eu/  

  

https://www6.slac.stanford.edu/news/2015-11-02-record-setting-way-make-transparent-conductors-spread-them-butter-toast.aspx
https://www6.slac.stanford.edu/news/2015-11-02-record-setting-way-make-transparent-conductors-spread-them-butter-toast.aspx
http://www.pnas.org/content/early/2015/10/28/1509958112.abstract
http://energy.gov/eere/sunshot/bridging-research-interactions-through-collaborative-development-grants-energy
http://energy.gov/eere/sunshot/bridging-research-interactions-through-collaborative-development-grants-energy
http://news.stanford.edu/news/2015/october/artificial-skin-bao-101515.html
http://www.sciencemag.org/content/350/6258/313
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/news/article_15_10_26_en.html?infocentre&item=Infocentre&artid=36716
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/news/article_15_10_26_en.html?infocentre&item=Infocentre&artid=36716
http://www.robo-mate.eu/
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欧州委員会 
(EC) 

    2015/10/15 

生ごみからグラファイトとグリーン水素を生成 
(Garbage in, graphite out - plus green hydrogen) 

・ 食品サプライチェーンにおける廃棄物からの有用物質生成開発の一環として EU が出資する
PlasCarb プロジェクトにおいて、コスト効率よく生ごみから発生したバイオガスから黒鉛炭素（グラファイ
ト）と水素を生成するプラントを建設中。 
・ この工場では、生ごみから発生したバイオガスを嫌気性消化装置で分解し、濾過装置でメタンと二酸
化炭素に分け、単離されたメタン(CH4)をプラズマ反応器に注入し、低エネルギーマイクロ波技術を用い
て加熱し黒鉛(C)と水素(H2)を生成。 
・ 2016 年 11 月のプロジェクト終了までに黒鉛の品質、生成物の分離と精製等を試験する予定。 

URL:  
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/star/index_en.cfm?p=s1-
plascarb&calledby=infocentre&item=Infocentre&artid=36557  

（関連情報）  

      

PlasCarb プロジェクトウェブサイト 

0 

URL:  http://www.plascarb.eu/  
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・ｱﾙｺﾞﾝﾇ国
立研究所

(ANL) 

    2015/10/26 

有望な技術が手頃な価格の白金代替触媒の水素生産能力を向上 
(Promising technique improves hydrogen production of affordable alternative to platinum) 

・ アルゴンヌ国立研究所が、マイクロ波によって二硫化モリブデン(MoS2)触媒の水素生産能力が向上
することを実証。マイクロ波を用いることで MoS2 ナノシートの層間が拡がり、同触媒表面の端にある反
応場がより多く露出するため、通常の MoS2 触媒よりも反応性と安定性が向上。また、 従来の表面加
熱と比較して、マイクロ波処理では短時間で均一の加熱が可能。 
・ MoS2 は、水電解による水素生産において、非常に高効率な白金触媒に取って代わる可能性がある
低コスト触媒として期待される数少ない材料の一つ。同材料の触媒性能をさらに高めるため、その電子
構造や反応性に影響を与える他の材料とハイブリッド化したナノ構造 MoS2 の合成に向けて、同手法を
拡張予定。 

URL:  
http://www.anl.gov/articles/promising-technique-improves-hydrogen-production-affordable-al
ternative-platinum  

（関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト) 

Edge-terminated molybdenum disulfide with a 9.4-Å interlayer spacing for electrochemical hydrogen 
production 

URL:  http://www.nature.com/ncomms/2015/150703/ncomms8493/full/ncomms8493.html  
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・ｵｰｸﾘｯｼﾞ国
立研究所
(ORNL) 

    2015/11/3 

エネルギー効率の良い反応がオークリッジ国立研究所のバイオ燃料変換技術を進展 
(Energy-efficient reaction drives ORNL biofuel conversion technology) 

・ オークリッジ国立研究所(ORNL)が、バイオ由来エタノールからガソリン等へのアップグレーディングに
関する新たなメカニズムを発表。同研究チームは、新種のゼオライト触媒を開発する際、従来の定説で
あったエタノール-エチレン変換ステップが不要であることを発見。「炭化水素プール」メカニズムによっ
て、同ゼオライト触媒が長鎖炭化水素をアルコールから直接生成することが判明。 
・ 同チームは、エネルギーを消費する吸熱反応であるエタノール-エチレン変換は生起しておらず、変
換反応全体で見るとわずかに熱を生じると指摘。同メカニズムについては、重水素を用いたアイソトープ
標識実験で分子遷移を追跡して確認済。 
・ 本研究は、バイオ燃料精製所向けの触媒によるアップグレーディング技術のエネルギー効率とコスト
に影響を与え、ORNL が進める直接的バイオ燃料-炭化水素変換アプローチの経済的な実行可能性の
向上に貢献。 

URL:  
https://www.ornl.gov/news/energy-efficient-reaction-drives-ornl-biofuel-conversion-technolo
gy  

（関連情報）  

      

Scientific Reports 掲載論文(フルテキスト) 

Heterobimetallic Zeolite, InV-ZSM-5, Enables Efficient Conversion of Biomass Derived Ethanol to 
Renewable Hydrocarbons 

URL:  http://www.nature.com/articles/srep16039  

  

http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/star/index_en.cfm?p=s1-plascarb&calledby=infocentre&item=Infocentre&artid=36557
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/star/index_en.cfm?p=s1-plascarb&calledby=infocentre&item=Infocentre&artid=36557
http://www.plascarb.eu/
http://www.anl.gov/articles/promising-technique-improves-hydrogen-production-affordable-alternative-platinum
http://www.anl.gov/articles/promising-technique-improves-hydrogen-production-affordable-alternative-platinum
http://www.nature.com/ncomms/2015/150703/ncomms8493/full/ncomms8493.html
https://www.ornl.gov/news/energy-efficient-reaction-drives-ornl-biofuel-conversion-technology
https://www.ornl.gov/news/energy-efficient-reaction-drives-ornl-biofuel-conversion-technology
http://www.nature.com/articles/srep16039
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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) 

    2015/10/15 

PIM がリチウム硫黄（レドックスフロー）電池に最適な構造を提供する可能性 
(PIMs May Be the Cup of Choice for Lithium-Sulfur Batteries) 

・  ローレンスバークレー国立研究所が、複数の固有微多孔性ポリマー (Polymer of Intrinsic 
Microporosity: PIM)から成る選択膜を開発。通常の選択分離膜の孔の直径が 17nm であるのに対し、同
選択膜の孔径は 1nm 未満。 
・同膜は理論計算に基づいて開発されたもので、リチウムイオンやナトリウムイオン等の小さなイオンを
透過させる一方、 リチウム硫黄レドックスフロー電池の効率と寿命の低下原因となる多硫化物イオンの
移動を阻止。同電池の電極間に使用したところ、従来の選択膜の 500 倍の効果を発揮。同膜はワンス
テップで合成され、大面積シートの作製も容易。 
・ PIM はアモルファスでありながら固有の微多孔性と大表面積を有し、PIM を用いた選択膜は孔のサイ
ズや化学的性質、膜全体の多孔率を調整可能であるため、幅広い用途での利用が期待。 

URL:  
http://newscenter.lbl.gov/2015/10/15/pims-may-be-the-cup-of-choice-for-lithium-sulfur-ba
tteries/  

（関連情報）  

      

Nano Letters 掲載論文(アブストラクトのみ；全文は有料) 

Polysulfide-Blocking Microporous Polymer Membrane Tailored for Hybrid Li-Sulfur Flow Batteries 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.5b02078  

8-13 

ﾄﾞｲﾂ連邦共
和国・フリー
ドリヒ・シラ
ー大学イェ

ーナ 

    2015/10/21 

合成電池でエネルギー革命 
(Synthetic Batteries for the Energy Revolution) 

・ フリードリヒ・シラー大学イェーナの科学者が有機ポリマーと無害の食塩水からなる革新的なレドック
スフロー電池を開発。 
・ コア構造はプレキシグラスとスタイロフォーム（ポリスチレン）の合成材料でできており、電子のやりと
りができるよう材料に官能基を追加。シンプルで低コストなセルロース膜を用い、有毒で高価な材料の
回避に成功。 
・ 第一回の実験において、決定的な容量損失もなく最大 10,000 回の充放電サイクルを達成。エネルギ
ー密度は、10 Wh/L。 
・ 大型ウィンドファームや太陽光発電所のエネルギー貯蔵に適用すべく、市場性の高い商品に関して
新興企業 JenaBatteries GmbH にて開発が進行中。 

URL:  http://www.uni-jena.de/en/Research+News/FM151021_Batterie_en.html  

（関連情報）  

      

Nature 掲載論文(アブストラクトのみ；全文は有料) 

An aqueous, polymer-based redox-flow battery using non-corrosive, safe, and low-cost materials 

URL:  http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature15746.html  

8-14 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・デラウェア

大学 

    2015/10/23 

キャパシタ開発のブレイクスルー 
(Capacitor breakthrough) 

・ デラウェア大学と中国科学院は、ナノテクノロジーを用いて誘電体キャパシタのエネルギー密度を約
2Wh/kg に向上させることに成功。現在報告されている同様なキャパシタでは最高値。 
・ 3D ナノスケールインターデジタル電極を初めて実現。独特な 3D アーキテクチャに埋め込まれた大表
面積を持つカーボンナノチューブが、向かい合う電極間の距離を大幅に縮小してキャパシタの電荷貯蔵
能力を向上。 
・ さらに、3D ナノスケール電極が、集積した誘電性物質(酸化アルミニウム)が本来の絶縁体としての機
能を容易に損なわせない役目を担う。 

URL:  http://www.udel.edu/udaily/2016/oct/dielectric-capacitor-102315.html  

（関連情報）  

      

Science Advances 掲載論文(フルテキスト) 

Dielectric capacitors with three-dimensional nanoscale interdigital electrodes for energy storage 

URL:  http://advances.sciencemag.org/content/1/9/e1500605.full   

  

http://newscenter.lbl.gov/2015/10/15/pims-may-be-the-cup-of-choice-for-lithium-sulfur-batteries/
http://newscenter.lbl.gov/2015/10/15/pims-may-be-the-cup-of-choice-for-lithium-sulfur-batteries/
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.5b02078
http://www.uni-jena.de/en/Research+News/FM151021_Batterie_en.html
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature15746.html
http://www.udel.edu/udaily/2016/oct/dielectric-capacitor-102315.html
http://advances.sciencemag.org/content/1/9/e1500605.full
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8-15 

カナダ・ウォ
ータールー

大学 

    2015/10/26 

シリコンを使ってより軽量で長寿命の蓄電池を作成 
(Waterloo researchers create technology to produce lighter, long-lasting batteries from silicon) 

・ ウォータールー大学と GM グローバル R&D センターの研究者らが、リチウムイオン二次電池のグラフ
ァイト負極をシリコン負極に代替することで、エネルギー密度を 40～60%向上。 
・ シリコン電極は、充放電時の収縮と膨張による亀裂に伴う電池性能低下や短絡が課題。同大学はシ
リコン負極にフラッシュヒート処理を施すことで膨張を最低限に抑えながら蓄電池性能の向上に成功。
2,000 充放電サイクル超を達成。 
・ 来年には上市予定。 

URL:  
https://uwaterloo.ca/news/news/waterloo-researchers-create-technology-produce-lighter-lo
ng  

（関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト) 

Evidence of covalent synergy in silicon–sulfur–graphene yielding highly efficient and long-life lithium-ion 
batteries 

URL:  http://www.nature.com/ncomms/2015/151026/ncomms9597/full/ncomms9597.html  

8-16 
 

英国・ケンブ
リッジ大学 

    2015/10/29 

「究極の」バッテリーに向けた新設計 
(New design points a path to the ‘ultimate’ battery)                                

・ ケンブリッジ大学が、リチウム空気蓄電池について研究室規模の実証機を開発。エネルギー密度が
リチウムイオン蓄電池の 10 倍で、ガソリンのそれに匹敵する「究極の蓄電池」開発を阻むいくつかの課
題について解決。 
・ グラフェン製の高多孔質炭素電極と蓄電池内の化学反応をより安定化、効率化させるヨウ化リチウム
の添加剤により、充放電間の電位差を 0.2V に低減。この値はリチウムイオン蓄電池のそれに近く、エネ
ルギー効率 93%に相当。充放電は 2,000 サイクル以上が可能。 
・ 化学反応には過酸化リチウム(Li2O2）の代わりに、水酸化リチウム(LiOH)の反応を利用。 
・ 解決課題はデンドライト形成防止のための金属電極の保護方法等。さらに、CO2、窒素や湿気を含む
空気を使用した場合の金属電極損傷の対策等、数多く残る。実用化には少なくともあと 10 年はかかると
見込む。 

URL:  http://www.cam.ac.uk/research/news/new-design-points-a-path-to-the-ultimate-battery  

（関連情報）  

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料) 

Cycling Li-O2 batteries via LiOH formation and decomposition 

URL:  http://www.sciencemag.org/content/350/6260/530.abstract   

8-17 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・国立再生
可能ｴﾈﾙｷﾞ
ｰ研究所
(NREL) 

    2015/10/30 

NREL のイノベーションが車載用蓄電池の安全性を向上 
(NREL Innovation Improves Safety of Electric Vehicle Batteries) 

・ 国立再生可能エネルギー研究所(NREL)が、リチウムイオン蓄電池の設計改善のための Internal 
Short Circuit (ISC)デバイスの特許を取得。隠れた内部短絡と、そこから熱暴走に繋がりうる温度上昇に
関する試験により電池設計の改良を促すもの。 
・ NREL は宇宙服用と電気自動車用の蓄電池の類似性から、新たにより精緻な内部短絡のトリガー、
反応の予測、セルおよびパックの設計における安全規格の確立方法の探求で NASA と協力。 
・ 同 ISC デバイスは、セル外部に手を加えずに自然発生する内部短絡を模擬する、初めてのインプラン
トツールで、現在行われている釘刺し、丸棒による圧壊、衝突、電圧の印加、加熱といった短絡誘発方
法からは飛躍的な前進。セル内部で熱スイッチとして安定的で制御可能な反応を起こし、また内部のど
の場所にも設置可能。 

URL:  http://www.nrel.gov/news/features/2015/21589  

（関連情報）  

      

228th ESC Meeting NREL/NASA 発表のアブストラクト 

Development of an on-Demand Internal Short Circuit (NREL/NASA) 

URL:  http://ma.ecsdl.org/content/MA2015-02/4/347.short  

  

https://uwaterloo.ca/news/news/waterloo-researchers-create-technology-produce-lighter-long
https://uwaterloo.ca/news/news/waterloo-researchers-create-technology-produce-lighter-long
http://www.nature.com/ncomms/2015/151026/ncomms9597/full/ncomms9597.html
http://www.cam.ac.uk/research/news/new-design-points-a-path-to-the-ultimate-battery
http://www.sciencemag.org/content/350/6260/530.abstract
http://www.nrel.gov/news/features/2015/21589
http://ma.ecsdl.org/content/MA2015-02/4/347.short
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【新エネルギー分野(太陽光発電）】   

8-18 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・カリフォル
ニア大学ロ
サンゼルス

校 

    2015/10/16 

金属酸化物との「サンドイッチ」で次世代ぺロブスカイト太陽電池を安定化 
(Next-generation perovskite solar cells made stable by metal oxide ‘sandwich’) 

・ UCLA は、ペロブスカイト太陽電池を 2 層の金属酸化物（NiOx,ZnO）で保護することで、エネルギー変
換効率をほとんど変えずに空気にさらされた同太陽電池の寿命を 10 倍超引き延ばすことに成功。 
・ UCLA では過去 2 年間でペロブスカイト太陽電池の変換効率を 1%から 20%近くに向上させているが、
同電池では湿度や空気による劣化や分解が数時間から数日でおこるため、寿命向上が課題であった。 
・ ペロブスカイト太陽電池に一般的に利用されている有機バッファ層は安定性に欠け、湿気や空気から
電池を効果的に保護できないため、これを金属酸化物層(NiOx, ZnO)で代替。その結果、野外ストレージ
中の室温下で金属酸化物層は 60 日間持ちこたえ、初期の変換効率の 90%を保持。 
・ 次は金属酸化物層をさらに改良し、より高いエネルギー変換効率と効率性を損なうことなく長寿命化
を目指す。 

URL:  
http://newsroom.ucla.edu/releases/next-generation-perovskite-solar-cells-made-stable-by-
metal-oxide-sandwich  

（関連情報）  

      

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

Improved air stability of perovskite solar cells via solution-processed metal oxide transport layers 

URL:  http://www.nature.com/nnano/journal/vaop/ncurrent/full/nnano.2015.230.html   

8-19 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・国立再生
可能ｴﾈﾙｷﾞ
ｰ研究所
(NREL) 

    2015/10/30 

NREL が太陽電池の材料としてのぺロブスカイトのさらなる可能性を確認 
(NREL Research Identifies Increased Potential for Perovskites as a Material for Solar Cells) 

・ 国立再生可能エネルギー研究所(NREL)が、熱によって失われるエネルギーの量を減少させることで
ぺロブスカイト太陽電池の変換効率を大幅に向上させる方法を実証。 
・ 同研究は、ぺロブスカイト電池が太陽光を吸収することで生成される電荷キャリアに、電荷キャリア冷
却の際に放出されるフォノンがすぐに消滅しない、フォノンボトルネック効果が生じることを発見。 
・ このフォノンによる電荷キャリアの再加熱は冷却プロセスを劇的に遅らせ、キャリアの初期エネルギ
ーをより多く、長期間維持。この追加的なエネルギーはホットキャリア型太陽電池で取り出すことが可
能。 
・ ホットキャリアを使用すれば、ぺロブスカイト電池の変換効率の理論上の上限は 33%から 66%に上昇。
今後はヨウ化鉛以外のぺロブスカイト材料での試験を含め、さらなる検証が必要。 

URL:  http://www.nrel.gov/news/press/2015/21588  

（関連情報）  

      

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

Observation of a hot-phonon bottleneck in lead-iodide perovskites 

URL:  http://www.nature.com/nphoton/journal/vaop/ncurrent/full/nphoton.2015.213.html  
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