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ｱﾒﾘｶ合衆国
・スタンフォ
ード大学 

    2015/11/16 

極めて強靭：スタンフォード大と IBM がナノ複合材の強度の限界を試験 
(Tough enough: Stanford and IBM test the limits of toughness in nanocomposites) 

・ スタンフォード大学と IBM が、個別の分子により強化した軽量ナノコンポジットを開発し、その機械的
強度の理論限界を実証して強度向上の新モデルを提供。 
・ ナノコンポジットは、コンピュータの回路、輸送や運動競技等多分野の産業で利用が考えられ、圧力
や極限的な温度を耐えることから宇宙飛行に革新をもたらす可能性も。 
・ 数十億個のナノポアを有する分子骨格であるマトリクスに長い鎖状のポリスチレンを適度な加熱によ
り均一に拡散。ナノポアの何倍も大きな分子を狭いスペースに押し込めた。 
・ 新モデルでは、ナノコンポジットの強度はそのポリマー分子のサイズとナノポア中の押し込められた分
子の状態に依る。鎖状ポリマーが"entropic springs"と呼ばれる機能により複合材間をつなぐスプリング
のように働き、破壊エネルギーを消散させる。これらの分子が最終的に壊れる前に到達する基本的限
界があることを明示。このような限界を理解することで材料の強度向上の限界とその原因を正確に把
握。それにより最強の低密度ナノコンポジット作成等、材料開発の飛躍的な進展につながる。 

URL:  http://news.stanford.edu/news/2015/november/composite-new-material-111615.html  

（関連情報）  

      

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

Fundamental limits of material toughening in molecularly confined polymers 

URL:  http://www.nature.com/nmat/journal/vaop/ncurrent/full/nmat4475.html  
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オーストリア
・ウィーン工
科大学 

    2015/11/16 

分子スイッチ 
(The switch molecule) 

・ ウィーン工科大学と IBM を含む国際研究チームが、単一分子から構成される、これまでとは異なる作
動原理のナノスケールトランジスタを開発。 
・ 同チームは鉄、ルテニウムまたはモリブデンのそれぞれの金属原子を含む有機金属系分子構造を合
成。2.5nmのこのデザイナー分子に通常トランジスタの 3電極とは異なり、金の電極 2本を取り付け電圧
を加えた。 
・ コアにモリブデン原子を配置した分子タイプでは、導電性が大幅(3 桁)に変化し、シリコントランジスタ
のようなスイッチング動作を観察。 
・ コンピュータシミュレーションでこのメカニズムを分析した結果、モリブデン原子の上の空いたスペース
の電子の有無で特定の電圧下の電流量が決まり、スイッチングが制御できることが判明。 
・ 商用コンピュータチップとして大量生産にはまだ高価であるが、IBM は室温化の通常環境で作動する
ようシリコンチップのナノポアにこの分子スイッチを取り込む設計に着手している。 

URL:  https://www.tuwien.ac.at/en/news/news_detail/article/9781/  

（関連情報）  

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

Field-induced conductance switching by charge-state alternation in organometallic single-molecule 
junctions 

URL:  http://www.nature.com/nnano/journal/vaop/ncurrent/full/nnano.2015.255.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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英国・グラス
ゴー大学 

    2015/11/18 

グラスゴー大学がグラフェン製造でブレイクスルーを達成 
(University of Glasgow researchers make graphene production breakthrough) 

・ グラスゴー大学が、銅を利用してこれまでの 1/100 のコストで大面積グラフェンシートを製造する方法
を新たに開発。 
・ リチウムイオン蓄電池の負極に利用される市販の銅フォイルに CVD法でグラフェンを蒸着。極めて滑
らかな銅の表面がグラフェンに有効。 
・ 現在グラフェン生産に使われている銅の価格は約$115/㎡のところ、同大学利用の銅は$1/㎡。また
高価な銅は前処理が必要でプロセスコストが増大。 
・ 低コストで高品質のグラフェンは多様なアプリケーションを持つ新たな電子デバイス開発への一歩。
同大学はアプリケーション先として、特にセンサリーフィードバックを提供する義肢用の人工皮膚を想
定。 

URL:  http://www.gla.ac.uk/news/headline_433699_en.html  

（関連情報）  

      

Scientific Reports 掲載論文(フルテキスト) 

Synthesis of Large Area Graphene for High Performance in Flexible Optoelectronic Devices 

URL:  http://www.nature.com/articles/srep16744 
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・カリフォル
ニア大学バ
ークレー校 

    2015/11/26 

欠陥フリーで分子厚フィルムのモニター実現が間近に迫る 
(Coming to a monitor near you: a defect-free, molecule-thick film) 

・ カリフォルニア大学バークレー校が、LED ディスプレイや超高効率太陽電池での利用で課題となって
いた単分子層(monolayer)半導体の結晶欠陥について有機強酸を利用した解決策を開発。 
・ 二硫化モリブデン(MoS2)を強酸であるビストリフルイミド(TFSI)で化学処理した結果、光ルミネセンス
量子収率(入力エネルギーに対する材料の発光量率)が 100倍と大幅に向上を確認し、MoS2のような極
薄の単分子層で光電子工学的な完全性を初めて実証。 
・ 水素原子の形で他の物質にプロトンを供与するプロトン化と呼ばれるこの強酸の化学反応が欠陥サ
イトの原子跡を埋め、表面に付着した汚れを除去する。 
・ 欠陥フリーの単一層は新タイプの低エネルギースイッチとしてトランジスタでも革新的可能性も提供。 

URL:  http://news.berkeley.edu/2015/11/26/defect-free-monolayer-semiconductor/  

（関連情報）  

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料) 

Near-unity photoluminescence quantum yield in MoS2 

URL:  http://www.sciencemag.org/content/350/6264/1065  
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・ノースウェ
スタン大学 

    2015/11/30 

ドーピングで新たな熱電材料をパワーアップ  
(Doping Powers New Thermoelectric Material)                             

・ ノースウェスタン大学が、セレン化スズ(SnSe)をナトリウムでドーピングすることで熱電材料としての性
能向上に成功。ドーピング処理しない同材料に比して排熱からの発電量が大幅に増加。同材料は、新
たな熱電デバイスとして自動車産業やガラス工場、石炭ガス火力発電所、さらに大規模な内燃機関が
継続的に作動する場所での利用可能性あり。 
・ 単一の伝導帯しか持たないシリコンと異なり、セレン化スズは多数の伝導帯を持つ。そこでナトリウム
のドーピングによりこれらのチャネルを利用可能にし、材料中で素早く電子を送ることで熱電変換効率を
向上させた。 
・ 2 年弱前に伝熱性に乏しく導電性が良好なセレン化スズが優れた熱電材料であると特定。その後、コ
ンピュータで同材料の電子構造を計算しドーピング材料の添加で電子特性向上が可能なことを発見。 
・ 2014年 4月にセレン化スズは 650℃で無次元性能指数(ZT)が最高記録である 2.6を示したが、ドーピ
ング処理無しの同材料ではこの温度でのみの記録。今回の新材料では室温から 500℃まで広範囲の温
度における ZT の最高記録を示す。 

URL:  
http://www.northwestern.edu/newscenter/stories/2015/11/doping-powers-new-thermoelectri
c-material.html  

（関連情報）  

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料) 

Ultrahigh power factor and thermoelectric performance in hole-doped single-crystal SnSe 

URL:  http://www.sciencemag.org/content/early/2015/11/24/science.aad3749.abstract  

（関連情報）  

      

NEDO 海外レポート 1108 号掲載の関連記事 

驚異的な材料が省エネの役割を担う（米国） 
セレン化スズが廃熱を電力に変換するのに最も適していることを発見 

URL:  http://www.nedo.go.jp/content/100563391.pdf  

  

http://www.gla.ac.uk/news/headline_433699_en.html
http://news.berkeley.edu/2015/11/26/defect-free-monolayer-semiconductor/
http://www.sciencemag.org/content/350/6264/1065
http://www.northwestern.edu/newscenter/stories/2015/11/doping-powers-new-thermoelectric-material.html
http://www.northwestern.edu/newscenter/stories/2015/11/doping-powers-new-thermoelectric-material.html
http://www.sciencemag.org/content/early/2015/11/24/science.aad3749.abstract
http://www.nedo.go.jp/content/100563391.pdf
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・ｵｰｸﾘｯｼﾞ国
立研究所
(ORNL) 

    2015/12/1 

オークリッジ研究所のプロセスが電子産業の光明となる可能性 
(ORNL process could be white lightning to electronics industry) 

・ オークリッジ国立研究所が、ほぼ完全な単層六方晶窒化ホウ素(h-BN)を作製。「白いグラフェン
(white graphene)」と呼ばれる h-BN は、グラフェンよりも透明度が高く化学的に不活性で、原子レベルで
滑らかな上、機械的強度と熱伝導性に優れる。 
・ 導電体であるグラフェンと異なり、h-BN は絶縁体であり、基板材料として、また多様な電子デバイス
におけるエレクトロニクスの基盤として有用。h-BN 基板を用いると、他基板の場合に比してグラフェンの
電子移動度は数千倍に向上。さらに、電子デバイスの薄化と柔軟性の向上にも期待。 
・ 今回作製された高品質の h-BN層は、高いコスト効率で大量生産が可能。これまで単結晶BNの様々
な形態について理論研究が行われてきたが、プロセスを実証したのは本研究が初。 
・ その製造プロセスは、基本的には標準大気圧下での化学蒸着法(CVD)だが、より穏やかかつ制御可
能な方法で反応物質を炉内に投入し、炉内の諸条件を調整する方法を解明するという、従来重要視さ
れてこなかった 2 要素が特長。 

URL:  https://www.ornl.gov/news/ornl-process-could-be-white-lightning-electronics-industry  

（関連情報）  

      

Chemistry of Materials 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料) 

Synthesis of Hexagonal Boron Nitride Monolayer: Control of Nucleation and Crystal Morphology 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acs.chemmater.5b03607  
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・ｵﾚｺﾞﾝ州立

大学 

    2015/12/1 

フォトニック「シンタリング」で新しい太陽電池、エレクトロニクスの製造技術を創出 
(Photonic “sintering” may create new solar, electronics manufacturing technologies) 

・ オレゴン州立大学が、ナノ粒子シンタリング(ナノ粒子を焼結して多目的利用の固体機能性薄膜を形
成)技術の中でも迅速性と低コストが期待されるフォトニックシンタリングの物理的過程を解明。 
・ このプロセスの新たな観点をベースに、高品質な製品をより低温度で従来速度の少なくとも 2 倍、エ
ネルギー効率 10 倍で紙や樹脂基板にプリントしたハイテク製品の開発が期待。 
・ 同技術では、従来の熱利用法よりも高速でキセノンランプからの光を比較的大面積に照射してナノ粒
子を機能性薄膜に焼結させる。産業用の大規模製造レベルにスケールアップが可能。 
・ 今後は２社のメーカーと協働して研究室に概念実証用設備を制作し、同技術の商業化を目指す。 

URL:  
http://oregonstate.edu/ua/ncs/archives/2015/dec/photonic-%E2%80%9Csintering%E2%80%9D-
may-create-new-solar-electronics-manufacturing-technologies  

（関連情報）  

      

Scientific Reports 掲載論文(フルテキスト) 

On the self-damping nature of densification in photonic sintering of nanoparticles 

URL:  http://www.nature.com/articles/srep14845  

【電子･情報通信分野】  

 10-8 

  

オランダ・ト
ゥエンテ大

学 

    2015/11/18 

トゥエンテ大学による発見がチップに新たな機会を提供 
(Twente discovery provides new opportunities for chips) 

・ トゥエンテ大学が、3D ナノ構造の革新的な製造方法を開発。光を捕獲するフォトニック結晶の大規模
生産と共に、モバイルデバイスやコンピュータ等のアプリケーション用に追加的な機能を持つチップの生
産が可能に。 
・ 従来のフォトレジストでのパターンの書き込み、エッチングを経たシリコンチップ上の積層による 3D ナ
ノ構造製造方法では、配置のズレでチップの機能に影響を及ぼすため積層枚数に限界があった。 
・ ウェハーの両面に同時に構造を作る特殊な 3Dマスクを開発。チップ上に単一プロセスで 3Dナノ構造
を作る。チップの両面が正確に整合して最終的な 3D ナノ構造の縦方向の整列を確保。 
・ 多様な機能が近接配置されたチップの大量生産の道を拓くこの新技術の実用化について調査中。 

URL:  
https://www.utwente.nl/en/news/!/2015/11/360253/twente-discovery-provides-new-opportu
nities-for-chips  

（関連情報）  

      

IOP 英国物理学会出版局 Nanotechnology 掲載論文(フルテキスト) 

Method for making a single-step etch mask for 3D monolithic nanostructures 

URL:  
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0957-4484/26/50/505302/meta;jsessionid=5E3DEC5
43FC4D5D740FB3362E550B58C.c4.iopscience.cld.iop.org  

  

https://www.ornl.gov/news/ornl-process-could-be-white-lightning-electronics-industry
http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acs.chemmater.5b03607
http://oregonstate.edu/ua/ncs/archives/2015/dec/photonic-%E2%80%9Csintering%E2%80%9D-may-create-new-solar-electronics-manufacturing-technologies
http://oregonstate.edu/ua/ncs/archives/2015/dec/photonic-%E2%80%9Csintering%E2%80%9D-may-create-new-solar-electronics-manufacturing-technologies
http://www.nature.com/articles/srep14845
https://www.utwente.nl/en/news/!/2015/11/360253/twente-discovery-provides-new-opportunities-for-chips
https://www.utwente.nl/en/news/!/2015/11/360253/twente-discovery-provides-new-opportunities-for-chips
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0957-4484/26/50/505302/meta;jsessionid=5E3DEC543FC4D5D740FB3362E550B58C.c4.iopscience.cld.iop.org
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0957-4484/26/50/505302/meta;jsessionid=5E3DEC543FC4D5D740FB3362E550B58C.c4.iopscience.cld.iop.org
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【ﾛﾎﾞｯﾄ技術分野】   

 10-9 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・国立衛生
研究所
（NIH） 

［国立画像
生物医学・
生物工学研

究所
(NIBIB) ］ 

    2015/12/2 

健康増進と QOL向上に資するロボット開発に NIH が資金提供 
(NIH funds development of robots to improve health, quality of life) 

・ 国立衛生研究所（NIH）が、国家ロボット工学イニシアティブ(NRI)の一環として、3 件の革新的協調ロ
ボット開発に対し今後 5 年間で合計約 220 万ドルを提供すると発表。 
・ うち 2件は健康と生活の質(QOL)の改善を目的としており、高齢者向け歩行補助ロボットと、視覚障害
者が対象物を掴む動作を支援する装着型ロボットを開発。残り 1 件は就学前の子供の遊び相手となる
教育ロボットを開発。詳細は本文を参照のこと。 

URL:  
http://www.nibib.nih.gov/news-events/newsroom/nih-funds-development-robots-improve-hea
lth-quality-life  

【環境・省資源分野】  

 10- 
10 
  

 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・カリフォル
ニア大学ロ
サンゼルス

校 

    2015/11/23 

UCLAナノサイエンティストらが水から汚染物質を取り除く安全で高速な方法を開発 
(UCLA nanoscientists develop safer, faster way to remove pollutants from water) 

・ UCLAが、酵素を使って水から一度に多種の汚染物資を取り除くコスト・エネルギー消費において効
率的な方法を新たに開発。 
・ ”vaults”(ヴォールト)と呼ばれるビール貯蔵樽の形状のナノ粒子に酵素を閉じ込めたものを汚染され
た水に堆積させる。このヴォールトは汚染水中で酵素を保護する。 
・ 酵素としてマンガンペルオキシダーゼを使用して試験した結果、ヴォールトで保護しない場合の 3 倍
のフェノールを 24時間で除去したことを発見。また、マンガンペルオキシダーゼがヴォールト中で安定す
るため 48 時間後もフェノールを除去。ヴォールト無しのものは 7.5 時間後に不活性化。 
・ 同技術はスケールアップが可能で数年後には商業化予定。ヴォールトは膜フィルターユニットに追加
でき、既存の水処理システムに容易に導入できる。ヴォールトに数種の生分解酵素を含有させれば一
度に複数の汚染物質を除去。 

URL:  
http://newsroom.ucla.edu/releases/ucla-nanoscientists-develop-safer-faster-way-to-remove
-pollutants-from-water  

（関連情報）  

      

ACS NANO 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料) 

Vault Nanoparticles Packaged with Enzymes as an Efficient Pollutant Biodegradation Technology 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.5b04073 

【蓄電池・エネルギーシステム分野】  

 10- 
11 
  

 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・メリーラン
ド大学 

    2015/11/19 

メリーランド大学と陸軍研究所がより優れた安全な蓄電池のソリューションを発見 
(UMD & Army Researchers Discover Solution to Better, Safer Batteries) 

・ メリーランド大学と米国陸軍研究所(US Army Research Laboratory: ARL)が、革新的な水性のリチウ
ムイオン蓄電池を開発。出力、効率、寿命において現行のリチウムイオン蓄電池に匹敵し、発火や毒性
の化学物質による環境負担もない。 
・ EV 等の大容量エネルギーの関与するアプリケーション、安全性確保が重要な航空機やペースメーカ
ー等医療機器での活用が期待。 
・ 水性電解質の電位窓を 1.5Vから 3.0Vに向上させて、2.3Vの水性リチウムイオン蓄電池を実証。出力
とエネルギー密度において、水性の同蓄電池が非水性のものと初めて競合。 
・ 厳選した超高濃度リチウム塩を含む水性電解質を利用して、SEI(Solid Electrolyte Interphase)と呼ば
れる保護薄膜の負極での形成に初めて成功。これによりサイクルの安定性と高電圧を同時に実現化。 
・ 今後さらに研究を進め、この技術の実用性を確認する。 

URL:  
http://umdrightnow.umd.edu/news/umd-army-researchers-discover-solution-better-safer-bat
teries  

（関連情報）  

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料) 

“Water-in-salt” electrolyte enables high-voltage aqueous lithium-ion chemistries 

URL:  
http://www.sciencemag.org/content/350/6263/938.abstract?sid=69deb06a-677e-46a1-9488-b
315a8793b5a  

  

http://www.nibib.nih.gov/news-events/newsroom/nih-funds-development-robots-improve-health-quality-life
http://www.nibib.nih.gov/news-events/newsroom/nih-funds-development-robots-improve-health-quality-life
http://newsroom.ucla.edu/releases/ucla-nanoscientists-develop-safer-faster-way-to-remove-pollutants-from-water
http://newsroom.ucla.edu/releases/ucla-nanoscientists-develop-safer-faster-way-to-remove-pollutants-from-water
http://umdrightnow.umd.edu/news/umd-army-researchers-discover-solution-better-safer-batteries
http://umdrightnow.umd.edu/news/umd-army-researchers-discover-solution-better-safer-batteries
http://www.sciencemag.org/content/350/6263/938.abstract?sid=69deb06a-677e-46a1-9488-b315a8793b5a
http://www.sciencemag.org/content/350/6263/938.abstract?sid=69deb06a-677e-46a1-9488-b315a8793b5a
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ﾄﾞｲﾂ連邦共
和国・カー
ルスルーエ
工科大学 

    2015/11/23 

エネルギー転換策：バッテリーとキャパシタの組み合わせ  
(Energiewende: Combining Battery and Capacitor) 

・ カールスルーエ工科大学が、FastStorage BW II プロジェクトのもとバーデン＝ヴュルテンベルク州より
2,500 万ユーロの資金提供を受けてバッテリーとキャパシタの特性を組み合わせたハイブリッドなエネル
ギー貯蔵システムを開発。 
・ パワーキャップと呼ばれるこの貯蔵システムは、金属酸化物からなる電極と炭素材料からなる電極を
備え、従来のキャパシタの2倍のエネルギーを化学反応ではなく電場により貯蔵でき、理論上は、バッテ
リーの 10 倍の電力を出力可能。 
・ プロトタイプの開発が進められており、全ての産業分野における電力需要への適用が期待されると同
時に、再生可能エネルギーの需給変動対処への貢献も期待。 

URL:  
http://www.kit.edu/kit/english/pi_2015_125_energiewende-combining-battery-and-capacitor.ph
p  
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ﾌﾗﾝｽ共和
国・国立科
学研究ｾﾝﾀ
ｰ(CNRS) 

    2015/11/27 

有望な新プロトタイプ蓄電池 
(A promising new prototype of battery) 

・ RS2E network on electrochemical energy storageのCNRS及びCEA（仏・原子力・代替エネルギー庁）
の研究者らがリチウムイオン蓄電池を代替するナトリウムイオンを使った工業規格 18650型(直径 18mm
×高さ 65mm)蓄電池のプロトタイプを開発。ナトリウムはリチウムより賦存量が豊富で安価。 
・ エネルギー密度 90Wh/kg、2,000 充放電サイクルと、18650 型リチウムイオン蓄電池に匹敵。 
・ 産業界のプレイヤーがすでに興味を示しており、次の段階では商業化を視野に入れたプロセスの最
適化と安定化を目指す。 

URL:  http://www2.cnrs.fr/en/2659.htm  

（関連情報）  

      

Energy RS2E(Research network on electrochemical energy storage)ウェブサイト記事 

Na-ion batteries: a promising prototype! 

URL:  http://www.energie-rs2e.com/en/news/na-ion-batteries-promising-prototype  
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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) 

    2015/12/1 

電気自動車：頭脳をもつ蓄電池 
(Electric cars: batteries with brains) 

・ フラウンホーファー協会が、温度やセルの充電状態等の物理的パラメーターを記録する内蔵型マイク
ロコントローラを備える電池セルを利用してエネルギー効率の良い車載用のモジュール式蓄電池システ
ムを開発。 
・ この電池セルは、既存の電力線を介してセル同士または他の装置と電力線通信を行って残余エネル
ギー量を把握。エネルギー貯蔵量の少ないセルは切り離し他のセルからエネルギー供給を続行するこ
とで航続距離を増加。１つのセルに欠陥があっても蓄電池全体の機能に影響を与えることがないため、
製造時の工程を省略でき修理も簡単でコスト削減に貢献。 
・ 電池セルのプロトタイプはすでに開発済。今後は、電子機器を最小化してセルに組み込むことが課
題。 

URL:  
http://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2015/December/electric-cars-batteries-
with-brains.html 

【新エネルギー分野(太陽光発電)】   
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・スタンフォ
ード大学 

    2015/11/18 

スタンフォード大学が温暖化ガスを燃料に変換する水中太陽電池を開発 
(Stanford designs underwater solar cells that turn captured greenhouse gases into fuel) 
  

・ スタンフォード大学が、水中で利用できる耐腐食性のシリコン太陽電池（フォトアノード）を開発。 
・ 実用的なシステムに必要な耐腐食性とエネルギー出力を達成。5 年以内に CO2 をメタンに変換する
人工光合成システムの完成を期待。 
・ 2011 年に電極を TiO2 の透明保護層でコーティング処理。しかし当時の耐腐食性太陽電池セルは水
中で太陽光から十分な電圧を抽出できなかった。 
・ 今回、二酸化ケイ素層をシリコンセルと TiO2 の間に追加。下部のシリコンセルが太陽光から電子を
励起し、中間の二酸化ケイ素層が電圧を増加させ、上部の透明 TiO2 がシステムを密封して腐食を防い
で導電体となる。これら 3 層はイリジウムでコーティングされ触媒として機能し、太陽電池の電気を利用
して CO2 と水から酸素とメタンを生成する。 

URL:  http://news.stanford.edu/news/2015/november/underwater-solar-cells-111815.html  

（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 maximizing photovoltage in metal-oxide-protected water-splitting photoanodes 

URL:  http://www.nature.com/nmat/journal/vaop/ncurrent/full/nmat4451.html  

  

http://www.kit.edu/kit/english/pi_2015_125_energiewende-combining-battery-and-capacitor.php
http://www.kit.edu/kit/english/pi_2015_125_energiewende-combining-battery-and-capacitor.php
http://www2.cnrs.fr/en/2659.htm
http://www.energie-rs2e.com/en/news/na-ion-batteries-promising-prototype
http://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2015/December/electric-cars-batteries-with-brains.html
http://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2015/December/electric-cars-batteries-with-brains.html
http://news.stanford.edu/news/2015/november/underwater-solar-cells-111815.html
http://www.nature.com/nmat/journal/vaop/ncurrent/full/nmat4451.html
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スイス連邦
材料試験研
究所(EMPA) 

    2015/11/23 

高効率をもたらすペロブスカイトの魔法の結晶 – タンデム太陽電池がより優れる 
(Higher efficiency thanks to perovskite magic crystal   
 Tandem solar cells are simply better) 

・ EMPAが、ペロブスカイトの薄層を使ったタンデム構造の太陽電池を開発。 
・ それぞれの分子がサッカーボール状に結合した 61 個の炭素原子を含有する PCBM 中間層上にヨウ
化鉛メチルアンモニウムから成るペロブスカイトフィルムを蒸着とスピンコーティングで成長させ、比較的
低温度(50℃)でアニーリング。このタンデム上部層の半透明ペロブスカイト太陽電池は平均透明度が
72%でエネルギー変換効率が 14.2%。 
・ タンデム下部層には、小規模生産が予定されているEMPAが開発したフレキシブルなCIGS太陽電池
を使用。同タンデム太陽電池のエネルギー変換効率は 20.5%。 
・ 単一層の多結晶太陽電池の最高エネルギー変換効率は 25%とされる中、タンデム太陽電池は 30%超
も可能と言われている。しかし、半透明で高性能な太陽電池開発には多分野間研究や多数の組み合わ
せ実験が今後も必要。 

URL:  https://www.empa.ch/web/s604/tandem-solar-cells?inheritRedirect=true  

（関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト) 

Low-temperature-processed efficient semi-transparent planar perovskite solar cells for bifacial and 
tandem applications 

URL:  http://www.nature.com/ncomms/2015/151118/ncomms9932/full/ncomms9932.html  
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・スタンフォ
ード大学 

    2015/11/25 

スタンフォード大学が太陽電池効率を向上させる「透明ワイヤ」を開発 
(Stanford engineers develop 'invisible wires' that could improve solar cell efficiency) 

・ スタンフォード大学が、太陽電池上部の金属コンタクトによる光の反射を防ぎ、直接的に光を半導体
に導く方法を開発。これにより、太陽電池セル上の金属配線が増大するほど、導電性は増す一方で光
透過性は損なわれるという二律背反を解決。 
・ 同研究チームは、正方形のナノサイズの孔が多数並んだ厚さ 16nm の金のフィルムをシリコンシート
上に配置。この状態でフッ化水素酸と過酸化水素の溶液に浸すと、金のフィルムがシリコン基板内へ沈
み込み、孔の中からシリコンナノピラーが生成。同ナノピラーは数秒以内に高さ 330nm に成長し、金属
配線網周辺の光をじょうごのように下部のシリコン基板に注ぎこむことで反射を阻止。 
・ 「隠しコンタクト(covert contact)」と呼ばれる同ナノピラー構造は、銀、白金、ニッケル等、金以外の金
属コンタクトにも有効。 
・ シミュレーションや実験の結果によれば、同設計は太陽電池表面の2/3を金属で覆った場合でも反射
損失を 3%に抑制し、従来型太陽電池の効率を 20%から 22%に向上させる可能性。今後は実際の太陽電
池で試験と性能評価を行う予定。 

URL:  http://news.stanford.edu/news/2015/november/nanopillar-solar-efficiency-112515.html  

（関連情報）  

      

ACS NANO 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料) 

Hybrid Metal–Semiconductor Nanostructure for Ultrahigh Optical Absorption and Low Electrical 
Resistance at Optoelectronic Interfaces 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.5b04034  
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・フロリダ州
立大学 

    2015/12/2 

太陽電池の限界を押し広げる 
(Researchers pushing limits of solar cells) 

・ フロリダ州立大学が、フォトン・アップコンバージョン機能を取り入れた太陽電池を開発。過去にフォト
ン・アップコンバージョンフィルターを外部に取り付けた太陽電池を開発したが、今回はアップコンバージ
ョンプロセスを直接セルに統合。 
・ 同大学は自己組成を利用して発光体と増感剤の 2 分子を組み合わせた。これらの分子が、低エネル
ギーの 2 つの緑色の光子から発電に使われる高エネルギーの青色の光子を生成するフォトン・アップコ
ンバージョンを行う。 
・ 同プロセスを最適化した太陽電池で利用すればエネルギーの最大変換効率が 33%から 45%超に向上
できると確信。 

URL:  http://news.fsu.edu/Top-Stories/Researchers-pushing-limits-of-solar-cells  

（関連情報）  

      

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

Photon Upconversion and Photocurrent Generation via Self-Assembly at Organic–Inorganic Interfaces 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jpclett.5b02120  

  

https://www.empa.ch/web/s604/tandem-solar-cells?inheritRedirect=true
http://www.nature.com/ncomms/2015/151118/ncomms9932/full/ncomms9932.html
http://news.stanford.edu/news/2015/november/nanopillar-solar-efficiency-112515.html
http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.5b04034
http://news.fsu.edu/Top-Stories/Researchers-pushing-limits-of-solar-cells
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jpclett.5b02120
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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) 

    2015/12/1 

洋上ウィンドファーム – 測定ブイがコストを削減 
（Offshore wind farms – measuring buoy reduces costs） 

・ フラウンホーファー協会が、精緻で正確な測定技術（LiDAR）を利用した風速測定ブイを開発。 
・ この LiDAR ブイは、全長 8ｍ以上、直径 2.55ｍ、重量 4.9ｔで、高度 40～200ｍでの風速を測定する
LiDAR 測定装置を備える。ブイ自体の動きを測定値から差し引く補正アルゴリズムを開発・適用すること
により、固定式洋上風力 MET マストに匹敵するほどの高い測定精度を達成。固定式 MET マストに比べ
て設置が容易で安価に維持できる点も強み。 
・ 現在デンマーク沖合での研究プロジェクトで用いられており、北海でのデモ測定も始まる予定。将来
的には、ウィンドファームの建設計画者にエネルギー収量の長期予測等の多様なサポートを提供してさ
らなる普及を目指す。 

URL:  
http://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2015/December/offshore-wind-farms-me
asuring-buoy-reduces-costs.html  

【政策】  
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欧州委員会 
(EC) 

    2015/11/19 

外部専門家が第 7 次欧州研究開発フレームワーク計画(FP7)の評価レポートを提示 
(Independent experts present evaluation report on the EU's 7th Framework Programme for Research) 

・ 第 7 次欧州研究開発フレームワーク計画（FP7）（2007 年～2013 年、予算 550 億ユーロ）の事後評価
報告書が外部専門家グループにより提出された。 
・ 欧州委員会は、2016 年初めに同報告書に対する見解を添付して欧州議会等へ公式に伝達するとと
もに、専門家グループへの応答書を発行の予定。 
・ 評価内容の詳細については、関連情報を参照のこと。 

URL:  http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na-191115  

（関連情報）  

      

評価レポート全文(PDF124 ページ） 

Ex‐Post‐Evaluation of the 7th EU Framework Programme (2007‐2013) 

URL:  
http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/fp7_final_evaluation_expert_group_report.pdf#view
=fit&pagemode=none  
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