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11 -1 
ｱﾒﾘｶ合衆国
・ペンシル
バニア大学 

    2015/12/3 

ペンシルバニア大学が手で掴める最薄のプレートを開発 
(Penn Researchers Make Thinnest Plates That Can Be Picked Up by Hand) 

・ ペンシルバニア大学が、手で掴めるナノスケールの薄さの酸化アルミニウムコルゲート板を開発。曲
げたり捻ったりしても元の状態に戻る。通常プラスチックラップのような薄膜材料は、フレーム上や他の
材料上に広げない限り直ちに丸まって変形してしまう。 
・ 同様な薄膜材料に機械的な強度を有するグラフェンがあるが、利用には重量のあるフレーム等に広
げる必要あり。このようなフレームの代わりとして同材料ではコルゲーション(波形化)を利用し、自立する
ハニカム状の 3D 形状を作成。薄さが 25～1000 ナノメートルで、正確な厚さの制御とハニカム形状を達
成するまで原子層毎に積層したもの。 
・ このコルゲートパターンは、比較的新しい研究分野であるメカニカル・メタマテリアルズ開発の一例。
材料のナノスケール構造を調整して硬度や強度特性を向上させる。 
・ 昆虫のような飛行ロボット等、超極薄と機械的な強度を重要とするアプリケーションでの利用が期待さ
れる。 

URL:  
http://www.upenn.edu/pennnews/news/penn-researchers-make-thinnest-plates-can-be-pick
ed-hand  

 
（関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト) 

Ultralight shape-recovering plate mechanical metamaterials 

URL:  http://www.nature.com/ncomms/2015/151203/ncomms10019/full/ncomms10019.html  
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ﾄﾞｲﾂ連邦共
和国・ミュン
ヘン工科大

学 

    2015/12/7 

携帯用太陽電池やバッテリー電極用のナノ構造ゲルマニウム 
(Nanostructured germanium for portable photovoltaics and battery electrodes) 

・ ミュンヘン工科大学とルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘンが、極薄で軽量かつ頑強な高多孔質
の半導体層を開発。 
・ ハニカム構造の足場材料である多孔質ゲルマニウムに適切な有機ポリマーを組み合わせることによ
り、幅広い種類の新しいハイブリッド材料の製造が可能。その電気特性を様々な用途向けにカスタマイ
ズすることもできる。 
・ この新材料は、携帯用太陽電池の新世代の開発に最適。また、充電式バッテリーの電極として応用
する試験が続行中でグラファイト層の代替手段としての期待が高まっている。 

URL:  http://www.tum.de/en/about-tum/news/press-releases/short/article/32787/  

 
（関連情報）  

      

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

Zintl Clusters as Wet Chemical Precursors for Germanium Nanomorphologies with Tunable Composition 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1002/ange.201508246/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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11 -3 
ｱﾒﾘｶ合衆国
・ライス大学 

    2015/12/9 

超撥水性コーティングが低コストで表面を保護 
(Superhydrophobic coating protects without the price) 

・ ライス大学が英国スウォンジー大学等と共同で、スプレーやスピンコーティングで多様な表面に塗るこ
とができる、安価で無毒性の炭化水素ベースの超撥水性ナノ材料を開発。高価で有毒な現行のフルオ
ロカーボンの代替として期待。 
・ 同材料では、自然な撥水性を持つハスの葉の表皮の乳頭状突起を酸化アルミニウムナノ粒子の凝
集によるナノ構造の構築で模倣し、エピクチクラ蝋の効果を多分岐有機部分でシミュレートした。 
・ 合成が容易な酸化アルミニウムナノ粒子を、多分岐炭化水素鎖を持たせたカルボン酸でコーティン
グ。炭化水素鎖が成す材料の粗い表面が、空気の層を捕えて材料表面と水滴の接触を最小限化して
撥水。同材料の約 155°の接触角は現在最高品質とされるフルオロカーボンベースのコーティングに匹
敵。 
・ 今後は同材料の接着力向上と表面への大規模アプリケーションの可能性を探る。 

URL:  http://news.rice.edu/2015/12/09/superhydrophobic-coating-protects-without-the-price-2/  

 
（関連情報）  

      

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

Branched Hydrocarbon Low Surface Energy Materials (LSEMs) for Superhydrophobic Nanoparticle 
Derived Surfaces 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.5b09784  
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ｱﾒﾘｶ合衆国
･ペンシルベ
ニア州立大

学 

    2015/12/14 

スマートフォン、タブレットやテレビディスプレイの透明金属フィルム 
(Transparent Metal Films for Smart Phone, Tablet and TV Displays) 

・ ペンシルベニア州立大学は、原料のインジウムが高価で現在モバイルデバイスコストの 40%を占める
ITO(透明導電膜)の代替として、バナジウム酸化物の SrVO3 や CaVO3 の薄膜(10nm)を開発中。銅、ア
ルミ等では電子がガスのように動くが、これらの金属では電子が液体のように流れる一方で光透過性も
有する。 
・ 運動エネルギーに比して電子間の静電作用が極めて大きな材料を選ぶことで電子の有効質量を変
えて金属の透明化を試行。この強力な電子相関効果により電子が液体のように流れる。導電性を有す
るこれらの金属に光を照射すると反射せずに光を通す。 
・ インジウム価格は現在 1kg 当たり 750 ドルである一方、バナジウムは 25 ドル。ストロンチウムはさら
に安価。今後はこの新材料の大規模生産プロセス開発が課題。 
・ SrVO3 はペロブスカイト構造を持つことから、安価で高効率の太陽電池でのアプリケーションも期待。 

URL:  
https://www.mri.psu.edu/mri/news/transparent-metal-films-smartphone-tablet-and-tv-displa
ys  

 
（関連情報）  

      

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

Correlated metals as transparent conductors 

URL:  http://www.nature.com/nmat/journal/vaop/ncurrent/full/nmat4493.html  

11 -5 

欧州連合
(EU)・ 

Horizon 
2020 

    2015/12/16 

ナノリボンが金属に 
(Nanoribbons get metallic) 

・ 欧州研究会議が一部資金提供するフィンランドのアールト大学の研究者らが、理論計算に基づく予測
であった特定の幅の原子サイズの正確なグラフェンナノリボンの金属的挙動を実験的に証明。 
・ 最新式走査トンネル顕微鏡を用いて、ナノリボンの製造工程において前駆体がリボンの幅を正確に
決定することを確認し、5nm 長以上のリボンが金属的挙動を示すことを発見。 
・ 将来的なマイクロプロセッサの金属配線としての活用を期待。 

URL:  http://horizon2020projects.com/il-nanotechnology/nanoribbons-get-metallic/  

 
（関連情報）  

      
アールト大学のリリース記事 
Graphene nanoribbons get metallic 
URL:  http://www.aalto.fi/en/current/news/2015-12-14-002/  

 
（関連情報）  

      
Nature Communications 掲載論文(フルテキスト) 
Ultra-narrow metallic armchair graphene nanoribbons 
URL:  http://www.nature.com/ncomms/2015/151214/ncomms10177/pdf/ncomms10177.pdf  
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11 -6 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・ﾛｰﾚﾝｽﾊﾞｰ
ｸﾚｰ国立研
究所(LBNL) 

    2015/12/21 

未来のデバイス製造に有望なグラフェン内の 2D アイランド 
(2D Islands in Graphene Hold Promise for Future Device Fabrication) 

・ ローレンスバークレー国立研究所は、テトラシアノキシジメタン(TCNQ)をフッ素化した F4TCNQ分子が
グラフェン基板上で自己組織化し、密集した 2 次元の分子アイランドを形成する新たなメカニズムを発
見。これを利用して、グラフェン基板上の電荷キャリア密度や、グラフェンベースのデバイス中の電子の
動きを調整可能。 
・ F4TCNQはグラフェンを p型半導体に変換する有効なドーパントだが、従来の研究は金属基板で支持
されたグラフェンを使用。今回の研究では、金属基板の代わりに絶縁体である窒化ホウ素(BN)でグラフ
ェンを支持することで、遮蔽度の低い環境において F4TCNQ 分子が長距離クーロン相互作用を原動力
とする独特の自己組織化メカニズムによって 2D アイランドを形成することが判明。 
・ 同メカニズムは他の分子吸着結合システムにも適用できるものと予想され、デバイスアプリケーション
に向けた層状グラフェンの特性変更を可能にするものと期待。 

URL:  http://newscenter.lbl.gov/2015/12/21/2d-islands-in-graphene/  

 
（関連情報）  

      
ACS Nano 掲載論文(フルテキスト) 
Molecular Self-Assembly in a Poorly Screened Environment: F4TCNQ on Graphene/BN 
URL:  http://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsnano.5b05322  
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ｱﾒﾘｶ合衆国
・ｱﾙｺﾞﾝﾇ国
立研究所

(ANL) 

    2015/12/21 

科学者らが原子厚の金属ホウ素を作製 
(Scientists create atomically thin metallic boron) 

・ アルゴンヌ国立研究所、ノースウェスタン大学、ストーニーブルック大学の共同研究チームが、ホウ素
の 2D シートであるボロフェン(borophene)を世界で初めて作製。 
・ ホウ素は二次元のナノスケールでは金属特性を示す一方、三次元のバルク構造では非金属の半導
体となる特異な性質を保持。金属的で原子厚であるため、電子機器から太陽電池まで幅広い応用が期
待。 
・ 今回作製された単層ボロフェンは自然界に存在しない形態で、他の 2D 材料と異なり、極度の異方性
が特徴。また、理論予測によればボロフェンは引張強度が非常に大きく、他の 2D 材料のそれを上回る
可能性。 
・ 今回の作製方法は、電子ビーム蒸着によって銀基板上にホウ素のシワのある薄膜を成長させるも
の。 

URL:  http://www.anl.gov/articles/scientists-create-atomically-thin-metallic-boron  

 
（関連情報）  

      
ノースウェスタン大学リリース記事 
Scientists Create Atomically Thin Metallic Boron 
URL:  http://www.northwestern.edu/newscenter/stories/2015/12/metallic-boron.html  

 
（関連情報）  

      
Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料) 
Synthesis of borophenes: Anisotropic, two-dimensional boron polymorphs 
URL:  http://www.sciencemag.org/content/350/6267/1513.short  

 
（関連情報）  

      
Nature ニュース記事(2015/12/17 付) 
Atom-thin 'borophene' joins 2D materials club 
URL:  http://www.nature.com/news/atom-thin-borophene-joins-2d-materials-club-1.19060  

【電子･情報通信分野】  

11 -8 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・カリフォル
ニア大学サ
ンタバーバ
ラ校 

    2015/12/7 

ナノエレクトロニクスエンジニアらが電力限界を克服したトランジスタを開発              
(Nanoelectronics Engineers Develop Transistor that Overcomes Fundamental Power Limitations) 

・  カリフォルニア大学サンタバーバラ校がライス大学と共同で、最先端のシリコントランジスタ
(MOSFETs)に比して電力損失を 90%超低減したトンネル電界効果トランジスタ(TFET)を実証。現在 TEFT
のチャネル材料に使用のシリコンやⅢ-Ⅴ族化合物半導体では、高密度な表面準位による漏洩電力や
サブスレッショルド・スイング(SS)の低下の課題あり。 
・ ドレイン-ソース超低電圧 0.1V で切り替えをする同 TFET は、高度にドーピングしたゲルマニウム(Ge)
をソース電極として使用し、その上に 2D 材料の MoS2 を導電チャネルとして 1.3nm という理想的な薄さ
で実現。垂直ヘテロ構造が作るユニークなソース—チャネル接合が、極薄い(～0.34nm)ファン・デル・ワ
ールス・ギャップと広いトンネリング領域により Ge から MoS2 への電子のトンネリングの障壁を低減。 
・ 国際半導体技術ロードマップ(ITRS)要件を満たす SSにより、バイオセンサーやガスセンサー等の多く
の低消費電力アプリケーション利用が期待。 

URL:  http://engineering.ucsb.edu/news/869/  

 
（関連情報）  

      

Nature 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料) 

A subthermionic tunnel field-effect transistor with an atomically thin channel 

URL:  http://www.nature.com/nature/journal/v526/n7571/full/nature15387.html 

http://newscenter.lbl.gov/2015/12/21/2d-islands-in-graphene/
http://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsnano.5b05322
http://www.anl.gov/articles/scientists-create-atomically-thin-metallic-boron
http://www.northwestern.edu/newscenter/stories/2015/12/metallic-boron.html
http://www.sciencemag.org/content/350/6267/1513.short
http://www.nature.com/news/atom-thin-borophene-joins-2d-materials-club-1.19060
http://engineering.ucsb.edu/news/869/
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11 -9 
ｱﾒﾘｶ合衆国
・イリノイ大

学 

    2015/12/8 

ナノ構造の金属コーティングが電子デバイスに光を通す 
(Nanostructured metal coatings let the light through for electrical devices) 

・ イリノイ大学とマサチューセッツ大学が共同で、電気の流れを妨げることなく光を通す反射防止コーテ
ィングを開発。高効率なオプトエレクトロニクスデバイス実現には電気と光の両方へのアクセスの向上が
重要。 
・ イリノイ大学が開発した金属アシストによるケミカルエッチング方法(特許取得済)である MacEtch を利
用して、蛾の目のような微細なナノピラーの金属薄膜を半導体にエッチング。ナノピラーが光の透過を向
上させると同時に金属フィルムが電気的コンタクトを提供。 
・ コーティング無しでは 70%の光透過率のところ、コーティングした表面では約 90%。また、金属フィルム
の寸法と半導体へのエッチングの深さを変えることにより、材料の光学特性調整が可能なことを実証。 
・ 同ナノ構造フィルムをオプトエレクトロニクスデバイスに組み込み、可視光線から赤外線で作動するデ
バイスの光・電気特性の同時向上実証を目指す。 

URL:  https://news.illinois.edu/blog/view/6367/290398#image-1  

 
（関連情報）  

      

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

Enhanced Optical Transmission through MacEtch-Fabricated Buried Metal Gratings 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201505111/full  

11 -10 
ｱﾒﾘｶ合衆国
・スタンフォ
ード大学 

    2015/12/9 

スタンフォード大学による超高層ビルスタイルのチップデザインで電子性能が 1,000 倍向上 
(Stanford-led skyscraper-style chip design boosts electronic performance by factor of a thousand) 

・ スタンフォード大学は、カリフォルニア大学バークレー校やミシガン大学等と共同で Nano-Engineered 
Computing Systems Technology (N3XT)と呼ばれる高層構造のコンピュータチップを開発。 
・ N3XTでは、プロセッサやメモリを高層ビルの各フロアーのように直接積み上げ、多数の微小な電気エ
レベーターでそれらを接続。低構造回路より少ないエネルギーでより大量のデータをより高速に動かす
ことが可能に。 
・ CNT トランジスタをベースとした N3XT高層構造チップで、シリコン製の 3Dチップでは不可能な性能を
実現化。 
・ さらに、シリコン以外の材料で低温度製造プロセスを使って CNT 上に作るデータ記憶技術(RRAM)の
利用も視野に。 
・ IEDM 2014にて RRAM メモリ 2 層を CNT2 層の間に挟んだ 4層チップを発表。今回は N3XTのシミュ
レーションを実施して、同アプローチが多数の主要産業ソフトウェアアプリケーションにおいて効率が
1,000 倍向上することを実証。 

URL:  http://news.stanford.edu/news/2015/december/n3xt-computing-structure-120915.html  

 
（関連情報）  

      

IEEE Computer December 2015 Special Issue Rebooting Computing 掲載論文(アブストラクトのみ：全文
は有料) 

Energy-Efficient Abundant-Data Computing: The N3XT 1,000x 

URL:  
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7368008&refinements%3D422639799
2%26filter%3DAND%28p_IS_Number%3A7367969%29  

11 -11 
ｱﾒﾘｶ合衆国
・国立科学
財団(NSF) 

    2015/12/15 

より安全なサイバースペースに向けたロードマップ 
(Roadmap to safer cyberspace) 

・ サイバーセキュリティの攻撃者にはインターネットのような実験場がある一方で、防御技術を開発する
研究者らはこのような実験場を持たないことが、サイバー攻撃が多数起こる要因の一部とされる。その
ため 2013年以来、NSFは多年にわたる実験的サイバーセキュリティ進展の研究活動に資金を提供して
いる。 
・ このような研究活動に含まれる 75組織からの 150人を超える専門家が 2014年にワークショップに参
加。2015 年 7 月にこの活動に関するレポート、"Cybersecurity Experimentation of the Future (CEF): 
Catalyzing a New Generation of Experimental Cybersecurity Research"を発表。 
・ 本レポートでは、研究コミュニティにおける「サイバーセキュリティ実験法の科学」の開発の必要性を
指摘。研究者らが互いの研究結果を試験するための簡便な方法を開発して繰り返し実験実施を可能に
するインフラの必要性を強調。 
・ さらに、分野を超えた研究のための共通の基準や手法の設置や、知識の加速とコミュニティ構築に向
けたデータの共有・合成の新たなアプローチの必要性も指摘。 

URL:  http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=136772&org=NSF&from=news  

 
（関連情報）  

      

2015 年 7 月発行のレポート 

Cybersecurity  Experimentation  of  the  Future (CEF): Catalyzing  a  New  Generation  of 
Experimental  Cybersecurity  Research  Final  Report 

URL:  http://www.cyberexperimentation.org/files/5514/3834/3934/CEF_Final_Report_20150731.pdf  

  

https://news.illinois.edu/blog/view/6367/290398#image-1
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201505111/full
http://news.stanford.edu/news/2015/december/n3xt-computing-structure-120915.html
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7368008&refinements%3D4226397992%26filter%3DAND%28p_IS_Number%3A7367969%29
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7368008&refinements%3D4226397992%26filter%3DAND%28p_IS_Number%3A7367969%29
http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=136772&org=NSF&from=news
http://www.cyberexperimentation.org/files/5514/3834/3934/CEF_Final_Report_20150731.pdf
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【ロボット技術分野】  

11 -12 
ｱﾒﾘｶ合衆国
・国立科学
財団(NSF) 

    2015/12/14 

文字通り救助に「駆けつける」ロボットを実現する方法 
(How someday robots may run to the rescue – literally) 

・ 従来の二足歩行ロボットは、歩行面の様々な特徴を正確に読み取るセンサーに依存する制御ソフト
ウェアと、歩行中のバランス維持に役立つ大きく平らな足を有するが、これらの設計のために動作の種
類が著しく限定され、歩き方が不自然に。また、異なる歩行タスクごとにプログラムを組み直す必要があ
り、タスクの切替が困難。 
・ NSF の「INSPIRE」プログラムにおいてミシガン大学が開発した二足歩行ロボット「MABEL」は、アクチ
ュエーターを備えていない尖った足が特徴で、次世代制御アルゴリズムで歩いたり走ったりする。毎時
6.8マイルで走ることが可能で、転倒せず、障害物も超える。ロボットの関節からフィードバックされたセン
サーデータを基に、新設計の制御アルゴリズムが一歩ごとに次の一歩をどうすべきかリアルタイムで計
算。 
・ 同アルゴリズムを拡張したのがジョージア工科大学の最新型ヒューマノイドロボット「DURUS」で、アル
ゴリズムを最適化するプログラムの開発により、制御アルゴリズム作成の所要時間を数時間から数分
間に短縮。その結果、DURUSは従来の歩行ロボットに比して 10倍効率的な歩行が可能に。動的な歩行
アルゴリズムを複数のロボティックプラットフォーム間で移行するうえで、重要なマイルストーンを達成。
将来的には、災害救助時に危険な環境で捜索・救助活動を行うロボットが実現する可能性。 

URL:  http://www.nsf.gov/discoveries/disc_summ.jsp?cntn_id=136726&org=NSF&from=news  

 （関連情報）  

      
ミシガン大学ウェブサイト内の MABEL紹介ページ 
MABEL the Bipedal Robot 
URL:  http://www.eecs.umich.edu/eecs/about/articles/2011/MABEL-runs.html   

11 -13 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・ﾏｻﾁｭｰｾｯ
ﾂ工科大学

(MIT) 

    2015/12/16 

ディープラーニングアルゴリズムが「人間に近い」精度で写真の想起性（忘れ難さ）を予測 
(Deep-learning algorithm predicts photos’ memorability at “near-human” level) 

・ MIT コンピュータ科学・人工知能研究所(CSAIL)が、ディープラーニング技術を利用して、人間にほぼ
近い精度で画像の覚えやすさや忘れやすさを予測するアルゴリズム、”MemNet”を開発。これを利用し
て画像を覚えやすいものに微調整するアプリも作る予定。 
・ このアルゴリズムは画像中の最も覚えやすい部分を特定するヒートマップを作成し、様々な部分を強
調することで画像の覚えやすさを向上させる。研究チームは、覚えやすさの理解は最も重要な情報を捕
える、逆に言えば人間が最も忘れやすい情報を記憶するシステムの開発に繋がると考える。 
・ ディープラーニングは物体認識や状況理解を飛躍的に発展させているが、人間の記憶の予測は高レ
ベルの認識プロセスであるため研究対象になりにくかったところ。 
・ 次の段階では、特定の人物の記憶を予測できるよう、また衣料小売りやロゴデザイン等でのエキスパ
ート産業利用に適応させられるよう同アルゴリズムを最新化する。 

URL:  http://news.mit.edu/2015/csail-deep-learning-algorithm-predicts-photo-memorability-near-h
uman-levels-1215  

 
（関連情報）  

      
International Conference on Computer Vision (ICCV)(2015 年 12 月 13 日～16 日 於：チリ)で発表した
論文 
Understanding and Predicting Image Memorability at a Large Scale 
URL:  https://people.csail.mit.edu/khosla/papers/iccv2015_khosla.pdf  

【環境・省資源分野】  

11 -14 
ｱﾒﾘｶ合衆国
・コロラド州
立大学 

    2015/12/2 

リサイクル可能なバイオプラスチックをコロラド大学化学ラボで冷却して加熱加工 
(Recyclable bioplastics cooled down, cooked up in CSU chem lab) 

・ コロラド州立大学が生分解性プラスチックの完全な再利用に成功。これまで重合が不可能とされてき
たバイオ再生可能なモノマーであるγ-ブチロラクトン(GBL)を出発原料に使用。 
・ 現在市場にあるポリ乳酸(PLA)からできた生分解性プラスチックは、リサイクル時に不要な副産物を
産出する。 
・ 同大学は金属ベースと金属フリーの両種触媒を使って商用の poly(4-hydroxybutyrate: P4HB)と化学
的に等価の poly(GBL)を多用な形状で作成。220～300℃の加熱により元のモノマーの状態に変換し、同
ポリマーの熱的再生可能性を実証。 
・ バクテリア由来の P4HB は他のプラスチックに比して高価で製造プロセスが複雑だが、GBL を出発原
料に P4HB の代替材料が製造できる同大学の発見には有望な市場潜在力が見込まれる。同技術は特
許出願済み。 

URL:  
http://source.colostate.edu/recyclable-bioplastics-cooled-down-cooked-up-in-csu-chem-lab
/  

 
（関連情報）  

      

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

Completely recyclable biopolymers with linear and cyclic topologies via ring-opening polymerization of γ
-butyrolactone 

URL:  http://www.nature.com/nchem/journal/vaop/ncurrent/full/nchem.2391.html  

http://www.nsf.gov/discoveries/disc_summ.jsp?cntn_id=136726&org=NSF&from=news
http://www.eecs.umich.edu/eecs/about/articles/2011/MABEL-runs.html
http://news.mit.edu/2015/csail-deep-learning-algorithm-predicts-photo-memorability-near-human-levels-1215
http://news.mit.edu/2015/csail-deep-learning-algorithm-predicts-photo-memorability-near-human-levels-1215
https://people.csail.mit.edu/khosla/papers/iccv2015_khosla.pdf
http://source.colostate.edu/recyclable-bioplastics-cooled-down-cooked-up-in-csu-chem-lab/
http://source.colostate.edu/recyclable-bioplastics-cooled-down-cooked-up-in-csu-chem-lab/
http://www.nature.com/nchem/journal/vaop/ncurrent/full/nchem.2391.html
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【蓄電池・エネルギーシステム分野】  

11 -15 
ｱﾒﾘｶ合衆国
・ライス大学 

    2015/12/3 

マイクロスーパーキャパシタの実現化に期待 
(Scientists see the light on microsupercapacitors) 

・ ライス大学は、レーザー誘導グラフェンでフレキシブルなソリッドステートのマイクロスーパーキャパシ
タを開発。 
・ 同キャパシタは蓄電池の 50 倍の速度で充電し従来のスーパーキャパシタに比して放電時間が長く、
エネルギー貯蔵量と放出量において商用スーパーキャパシタに匹敵。 
・ 商用レーザーで樹脂シートに電極パターンを室温下で焼き付けて製造。現在のマイクロスーパーキャ
パシタの複雑な製造条件や多数のリソグラフィープロセスが不要なため、コスト効果的なロール・ツー・
ロール製造の可能性が期待される。 
・ 同キャパシタの容量 934mF/㎠、出力密度 3.2mW/㎤は市販のリチウムフィルム蓄電池に匹敵。エネ
ルギー密度においては二桁高い。また、1 万回の折り曲げ繰り返しにも長寿命で機械的安定を確認。 
・ レーザー誘導グラフェンは、昨年、市販のポリイミドのシートに炭素のみを残すようにレーザー照射し
てグラフェンの形状を作ったもの。炭素原子が六角形に結合したシート状ではなく、スポンジ状に配列し
たグラフェン片がポリイミドに付着したもので広い表面積を持つ。 

URL:  http://news.rice.edu/2015/12/03/scientists-see-the-light-on-microsupercapacitors/  

 
（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-Performance Pseudocapacitive Microsupercapacitors from Laser-Induced Graphene 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201503333/abstract  

11 -16 

スウェーデ
ン王国・リン
ショーピング

大学 

    2015/12/3 

紙に電気を貯蔵 
(Storing electricity in paper) 

・ リンショーピング大学がナノセルロースと導電ポリマーから構成される、エネルギーを貯蔵できる紙の
ような材料を開発。 
・ 同材料は直径が 15cm、厚さが 0.2～0.3mm で、最高 1F(市販のスーパーキャパシタと同等)のエネル
ギーが貯蔵できる。数百回の充電が可能で充電毎にかかる時間は数秒。 
・ 水溶液中で荷電したポリマー(PEDOT:PSS)がセルロースファイバーを薄膜でコーティング。絡まりあっ
たファイバー間の液体が電解質として機能する。 
・ 同材料はセルロース-ポリマー材料ではイオンと電子の同時導伝において新記録を示し、今後も高容
量化に向けて開発を継続。紙電池(power paper)はキャパシタや蓄電池と異なりシンプルで無害な材料
で製造でき、軽量かつ防水性あり。 
・ 今後の課題は産業スケールのプロセスを開発すること。 

URL:  http://www.liu.se/forskning/forskningsnyheter/1.662150/1.662291?l=en  

 
（関連情報）  

      

Advanced Science 掲載論文(フルテキスト) 

An Organic Mixed Ion-Electron Conductor for Power Electronics  

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.201500305/full  

11-17 
ｱﾒﾘｶ合衆国
・ｴﾈﾙｷﾞｰ省

(DOE) 

    2015/12/11 

米国の電力グリッドの効率と信頼性向上をもたらす技術を進展させる新規プロジェクト 12 件を DOEが
発表 
(Department of Energy Announces 12 New Projects to Accelerate Technologies that Improve the 
Efficiency and Reliability of the U.S. Electric Grid) 

・ DOE エネルギー高等研究計画局 (ARPA-E)が、同局の Network Optimized Distributed Energy 
Systems (NODES)プログラムの一環として、12 件の革新的プロジェクトに対し、3,300 万ドルを資金提供
すると発表。 
・ 採択された各プロジェクトは、電力グリッド上の負荷と発電量を調整する諸技術を開発して仮想エネ
ルギー貯蔵システムを創造し、革新的なハードウェアとソフトウェアによる解決策を構築。これらの制御
システムにより、分散型発電のリアルタイム調整と電力負荷の積極的な方向付けが可能に。 
・ 同プログラムの目標は、消費者へのサービスの質を維持しつつ、グリッド上で使用される電力のうち、
再生可能電力の比率を 50%超とすること。各プロジェクトの詳細は、参考情報を参照。 

URL:  
http://www.energy.gov/articles/department-energy-announces-12-new-projects-accelerate-t
echnologies-improve-efficiency-and  

 
（関連情報）  

      
採択プロジェクトの詳細 
Network Optimized Distributed Energy Systems (NODES) 
URL:  http://arpa-e.energy.gov/sites/default/files/documents/files/NODES_Project_Descriptions.pdf  

  

http://news.rice.edu/2015/12/03/scientists-see-the-light-on-microsupercapacitors/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201503333/abstract
http://www.liu.se/forskning/forskningsnyheter/1.662150/1.662291?l=en
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.201500305/full
http://www.energy.gov/articles/department-energy-announces-12-new-projects-accelerate-technologies-improve-efficiency-and
http://www.energy.gov/articles/department-energy-announces-12-new-projects-accelerate-technologies-improve-efficiency-and
http://arpa-e.energy.gov/sites/default/files/documents/files/NODES_Project_Descriptions.pdf
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11 -18 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・ｵｰｸﾘｯｼﾞ国
立研究所
(ORNL) 

    2015/12/21 

中性子が固体リチウムイオン蓄電池の持つ力をより多く引き出す指針を提供 
(Neutrons offer guide to getting more out of solid-state lithium-ion batteries) 

・ オークリッジ国立研究所が、核破砕中性子源(Spallation Neutron Source: SNS)設備を用いて、リチウ
ムイオン蓄電池向けのガーネット型固体電解質の全合成プロセスにおける構造変化を調べることで、リ
チウムイオン伝導率を向上させるメカニズムを探求。 
・ ガーネット構造を有するジルコン酸リチウムランタンは、迅速にリチウムを輸送するため電解質に適す
るが、合成ガーネット構造ではしばしば伝導性が低い二次相が形成され、電解質性能が低下。 
・ 本研究では、ドーピングによって加熱工程における低伝導相の形成を抑制し、イオン輸送に有用な空
孔数を増加させることが、高性能のガーネット型電解質を実現する鍵であると判明。固体電解質の性能
向上と、より安全で効率的な蓄電池の実現に向けた指針として有望。 

URL:  
https://www.ornl.gov/news/neutrons-offer-guide-getting-more-out-solid-state-lithium-ion-b
atteries  

 
（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) 
Origin of High Li+ Conduction in Doped Li7La3Zr2O12 Garnets 
URL:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.chemmater.5b02521  

 
（関連情報）  

      
Journal of Materials Chemistry A 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料) 
A study of suppressed formation of low-conductivity phases in doped Li7La3Zr2O12 garnets by in situ 
neutron diffraction 
URL:  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2015/ta/c5ta04902d#divAbstract  

 
（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) 
A Tale of Two Sites: On Defining the Carrier Concentration in Garnet-Based Ionic Conductors for 
Advanced Li Batteries 
URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.201500096/full  

【新エネルギー分野】  

11 -19 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・国立再生
可能ｴﾈﾙｷﾞ
ｰ研究所
(NREL) 

    2015/12/9 

2014 年版データブックが示す、再生可能エネルギー利用の増加 
(2014 Data Book Shows Increased Use of Renewable Electricity) 

・ NREL が、毎年発表する米国と世界の再生可能エネルギー発電とその開発、クリーンエネルギー投
資、技術ごとのデータと傾向を含む、エネルギー統計の 2014 年版、「2014 Renewable Energy Data 
Book」をこの程公開。主な数値は以下の通り。 
・ 2014 年米国の電力の新規設備容量全体のうち 50%以上が再生可能エネルギー電源。 
・ 2014 年米国の太陽エネルギー発電の新規設備容量は 54%(5.5GW)増加。これは同年新設の再生可
能エネルギー発電設備のうちの 48％超。 
・ 2014 年米国の風力発電電力量は 8.3%増加し、設備容量は 7.8%(4.8GW)上昇。 
・ 2010～2014 年の米国におけるバイオマス・地熱・水力発電の設備容量は相対的に変化に乏しい。 
・ 世界的に太陽光発電と集光型太陽熱発電は再生可能エネルギーの中でも最も急速に成長している
技術。2014 年だけでも、この 2つの合計設備容量は全世界で 28%超増加。 

URL:  http://www.nrel.gov/news/press/2015/21604  

 
（関連情報）  

      

再生可能エネルギーデータブック 2014（PDF130 ページ） 

2014 Renewable Energy Data Book 

URL:  http://www.nrel.gov/docs/fy16osti/64720.pdf  

  

https://www.ornl.gov/news/neutrons-offer-guide-getting-more-out-solid-state-lithium-ion-batteries
https://www.ornl.gov/news/neutrons-offer-guide-getting-more-out-solid-state-lithium-ion-batteries
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.chemmater.5b02521
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2015/ta/c5ta04902d#divAbstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.201500096/full
http://www.nrel.gov/news/press/2015/21604
http://www.nrel.gov/docs/fy16osti/64720.pdf
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【新エネルギー分野(バイオマス)】  

11 -20 
ｱﾒﾘｶ合衆国
・ロチェスタ
ー大学 

    2015/12/3 

エタノールをより優れた代替燃料に転換するより効率的な方法を開発 
(More efficient way of converting ethanol leads to better alternative fuel) 

・ ロチェスター大学が、不要な副産物の産出が無くエタノールを選択的にブタノールに変換する方法を
開発。これにより現行の方法に比してエタノールからブタノールへの変換量が 25%近く向上。 
・ 同大学はエタノール—ブタノール変換の 1手法である 3段階のゲルベ反応の第 2段階で使う水酸化カ
リウム(KOH)触媒の代わりに初期触媒としてイリジウムと水酸化ニッケルまたは水酸化銅を採用。最適
条件下のゲルベ反応では約 80%の選択性で変換するところ、本方式では 99%超の選択性で変換し、中
間生産物のアセトアルデヒドの反応による副産物の発生も無い。 
・ 今後はイリジウムより安価な触媒の探査、及び触媒が劣化し反応プロセスが一日で停止してしまう問
題の解決に取り組む。 

URL:  
http://www.rochester.edu/newscenter/more-efficient-way-of-converting-ethanol-leads-to-b
etter-alternative-fuel-130872/  

 
（関連情報）  

      

Journal of the American Chemical Socienty (JACS)掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料) 

Highly Selective Formation of n-Butanol from Ethanol through the Guerbet Process: A Tandem Catalytic 
Approach 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jacs.5b10257  

 

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。 
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