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15-1 

ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・ｺﾞｯﾄﾞﾌﾘｰﾄ
･ｳﾞｨﾙﾍﾙﾑ･ﾗｲ
ﾌﾟﾆｯﾂ協会  

    2016/1/19 

ワンステップの印刷工程がフレキシブルなタッチスクリーンにコスト効率の良い透明で導電性のパタ
ーンコーティングを提供 
(One-step printing process provides cost-efficient transparent, conductive and patterned coatings for 
flexible touchscreens) 

・ ライプニッツ新素材研究所が、フレキシブルなタッチスクリーンにワンステップで印刷できる透明導
電性酸化物(TCO)を用いた新しいナノ粒子インクを開発。 
・ 溶媒と特殊な結合剤を TCO 粒子に加えることにより、TCO ナノ粒子をフィルムにしっかり接着する
だけでなく TCO コーティングの柔軟性も向上。このインクを用いれば、印刷版を用いたグラビア印刷に
より直接フィルムに塗布し 130℃以下の低温で紫外線硬化する工程のみでコーティングが完了。 
・ フィルムが曲げられたときにも導電性は保持されるため、高生産性とコスト効率の良さを生かして産
業界での適用に期待。 

URL:  
http://www.leibniz-inm.de/en/2016/01/one-step-printing-process-provides-cost-efficient-t
ransparent-conductive-and-patterned-coatings-for-flexible-touchscreens/  

15-2 

 

ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・ダルムシ
ュタット工科大

学校 

    2016/1/27 

白金の代替物：グラフェンに鉄－窒素系化合物で触媒に 
(An alternative to platinum: Iron-nitrogen compounds as catalysts in graphene) 

・ ヘルムホルツ協会とダルムシュタット工科大学が白金に代替するグラフェンの小さなアイランドに埋
め込まれたほんの数 nm の鉄－窒素系の複合体からなる燃料電池用のコスト効率の良い触媒材料
（Fe-N-C 触媒）を製造。 
・ 触媒活性を妨げる副生金属化合物の割合を大幅に低減できる精製プロセスを開発し、複雑な測定
技術（メスバウアー分光法、電子スピン共鳴分光法、BESSY IIでの X 線吸収分光法）を用いて触媒中
心の原子構造を調査。この新プロセスを用いて、グラフェン層に存在する全ての鉄が鉄と４つの窒素
原子からできた複合体(FeN4)の形になるまで精製することに成功。 

URL:  http://www.tu-darmstadt.de/vorbeischauen/aktuell/news_details_139584.en.jsp  

（関連情報）  

      

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

On an Easy Way To Prepare Metal–Nitrogen Doped Carbon with Exclusive Presence of MeN4-type 
Sites Active for the ORR 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jacs.5b11015  

（関連情報）  

      

ヘルムホルツ協会ニュースリリース 

An alternative to platinum: iron-nitrogen compounds as catalysts in graphene 

URL:  https://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=14407&sprache=en&typoid=49880  

  

 

《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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15-3 
ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・ミュンヘン
工科大学 

    2016/1/27 

金属とプラスチックのシームレスな結合 
(Seamless union between metals and plastics) 

・ ミュンヘン工科大学が、プラスチックと軽金属といった異なる材料部品の頑丈で確実な接合を効率
的かつ迅速に行う技術を開発。 
・ レーザービームで金属表面に小さなくぼみを作り出して模様付けを行い、レーザー光や摩擦プレス
接合法を用いた加熱により金属が熱せられプラスチックが溶けて穴に流れ込む。冷却すると２つの材
料間にしっかりとした結合が完成。また、加熱に着火すると瞬時に 1,000～1,500℃の高温に達する
NanoFoil を活用することも提案。 
・ この技術を用いて自動車や航空機をさらに軽量化できれば、必要な燃料が少なくて済み CO2 排出
量の低減にも効果的。 

URL:  http://www.tum.de/en/about-tum/news/press-releases/short/article/32885/  

15-4 
 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ノースウェスタ

ン大学 

    2016/1/28 

まったく新しい種類のポリマーを開発 
(Researchers Develop Completely New Kind of Polymer) 

・ ノースウェスタン大学が、ナノスケールで除去可能な部分を持ち、除去した部分は後で化学的に再
生できるハイブリッドポリマーを新たに開発。 
・ 同ポリマーは、骨格となる硬いポリマー(強力な共有結合ポリマー)部分と、刺激に素早く反応して機
能した後、同じ場所で容易に再生できる柔らかな超分子ポリマー (弱い非共有結合ポリマー)部分か
ら成る。超分子ポリマー部分を活性化してこれまでにない機能や人工筋肉のような生物挙動のポリマ
ーを作ることも可能。 
・ コンピュータシミュレーションによる調査の結果、これらのポリマー部分は容易に壊せる水素結合で
精巧に結びついていることを確認。 
・ 今後の進展により多様なアプリケーションに利用できる自己分解-自己組織化等の独特な特性を持
つ材料開発が可能に。 

URL:  http://www.northwestern.edu/newscenter/stories/2016/01/new-polymer.html  

（関連情報）  

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料) 

Simultaneous covalent and noncovalent hybrid polymerizations 

URL:  http://science.sciencemag.org/content/351/6272/497  

15-5 
 

スウェーデン
王国・ウメオ

大学 

    2016/1/28 

ポリマーの超高速電荷輸送を実現するブレイクスルー 
(Breakthrough enables ultra fast transport of electrical charges in polymers)          

・ ウメオ大学が、導電性高分子の共役ポリマー、ポリ（3-ヘキシルチオフェン）（P3HT）の電荷移動度
を従来の 1,000 倍にすることに成功。このポリマーの理論的最高値に近く、これまでで最高の 3.1 ㎠
/Vs を測定。 
・ ポリマー鎖を縦方向に配列させることにより、化学ドーピングなしでポリマー骨格を通じた効率的な
電荷輸送を行う新たな方法を発見した。 
・ 導電性高分子ポリマーは、優れた光・電気特性を有することから有機太陽電池 (OPV)、有機
EL(OLED)やレーザー等の有機光電デバイスでの利用が期待されている。 

URL:  
http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/news/newsdetailpage/breakthrough-e
nables-ultra-fast-transport-of-electrical-charges-in-polymers.cid262569  

（関連情報）  

      

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

Ultrahigh Mobility in an Organic Semiconductor by Vertical Chain Alignment 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201503422/abstract  

  

http://www.tum.de/en/about-tum/news/press-releases/short/article/32885/
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http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201503422/abstract
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15-6 
 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ジョージア工
科大学 

    2016/1/28 

このナノ触媒では原子 1 個で大きな違いが生まれる 
(For this Nanocatalyst, One Atom Makes a Big Difference) 

・ ジョージア工科大学とドイツ・ミュンヘン工科大学が、実験とコンピュータシミュレーションにより特定
のサイズ幅の白金ナノクラスタがエチレンからエタン変換の水素添加反応を効率的に促進する原因を
解明。 
・ 酸化マグネシウム基板に配置したプラチナ原子 9、10、11、12、13 個を含む各ナノクラスタ触媒の反
応速度を実験により調査した結果、9 個のものはほとんど反応がない一方、より大きなクラスタになる
に従って反応効率が増して 13個のものは最も効率的に反応することを確認。 
・ 対称的なボウシの様になる 9個より多い部分の余分な原子がクラスタの構造を変化させ、基板から
余剰な電荷を取り込んで反応を促進することを第一原理量子力学シミュレーションにより発見。金属
の微細な塊のみが、生化学的な酵素のように自身の構造を変化させて反応を促進する能力である流
動性(fluxionality)を有すること、また触媒被毒の発生がクラスタのサイズと温度により異なることを解
明。 
・ 今回の研究は触媒・反応とも一例であるが、ナノスケール触媒の原理と従来常識の再検討の重要
性は、他の様々なナノスケールでの反応に適用。このようなナノスケール触媒は高コストな白金使用
量低減策として有効。 

URL:  http://www.rh.gatech.edu/news/492001/nanocatalyst-one-atom-makes-big-difference  

（関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト) 

Structure sensitivity in the nonscalable regime explored via catalysed ethylene hydrogenation on 
supported platinum nanoclusters 

URL:  http://www.nature.com/ncomms/2016/160128/ncomms10389/full/ncomms10389.html  

（関連情報）  

      

ドイツ・ミュンヘン工科大学発表記事 

Small is different 

URL:  http://www.tum.de/en/about-tum/news/press-releases/short/article/32893/  

15-7 
 

欧州連合
（EU） 

CORDIS 

    2016/1/29 

洋上再生可能エネルギーのための長持ちするコーティング 
（Long-lasting coatings for offshore renewable energy） 

・ EUが資金提供する ACORN（洋上再生可能エネルギーのための高度なコーティング）プロジェクトに
おいて、ドック・ブイ・石油/ガスリグ等を含む洋上再生可能エネルギー発電所の鉄骨構造を腐食や汚
染およびキャビテーションから保護する全く新しいコーティング剤を開発。 
・ カソード防食法が不要で、海洋構造物のライフタイム 20 年以上を目標。 
・ この多孔質なコーティング剤は、長期にわたる耐腐食性が証明された溶射アルミニウム(TSA)に環
境に優しい活性防汚物質をごく少ない濃度（1%以下）で点在させたもので、溶射アルミニウムが 10µm
／年の割合で腐食されることにより活性防汚物質がコーティング活性表面で徐々にさらされるメカニズ
ム。本プロジェクトでは、ツインアーク溶射方法で 99.5%純度のアルミニウムコーティングを適用。 
・ また、ライフタイム 10 年以上を目指す潮力エネルギー発電機のための腐食・キャビテ―ション防止
のコーティング剤も開発しており、コンピュータシミュレーションを用いて各コーティングの性能を査定。 
・ 世界的なエネルギー需要と再生可能エネルギーへのシフトに貢献すべく、商業化を推進中。 

URL:  http://cordis.europa.eu/news/rcn/124743_en.html  

（関連情報）  

      
ACORN プロジェクトウェブサイト 
0 
URL:  http://www.acorn-project.eu/  

  

http://www.rh.gatech.edu/news/492001/nanocatalyst-one-atom-makes-big-difference
http://www.nature.com/ncomms/2016/160128/ncomms10389/full/ncomms10389.html
http://www.tum.de/en/about-tum/news/press-releases/short/article/32893/
http://cordis.europa.eu/news/rcn/124743_en.html
http://www.acorn-project.eu/
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【電子･情報通信分野】  

15-8 
 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2016/1/27 

チップ製造の新たなアプローチ 
(New chip fabrication approach) 

・ MIT が、異なる結晶格子サイズを持つ二硫化モリブデン（MoS2）とグラフェンを積層した極薄(原子 1
～3 個分)チップ製造技術を開発。貼り付けできる薄くフレキシブルで透明なコンピュータデバイスや、
より強力で高速、低電力消費のコンピュータを可能にするトネリングトランジスタの開発、コンピュータ
チップへの光部品の組み込み等の可能性が期待。 
・ 同製造技術は、MoS2のように第 6族元素のクロム、モリブデン、タングステン等、また第 16族元素
の硫黄、セレン、テルル等と組合せる材料に利用できる。 
・ シリコン基板にグラフェン層を積層し、MoS2 を積層する領域をエッチングで除去。それから基板の
一方の端に固体材料のPTASを配置して加熱してガスを流すと、PTAS分子がシリコン面に結合。この
部分が他のガスとの反応を触媒して MoS2 層ができる。 

URL:  http://news.mit.edu/2016/new-chip-fabrication-approach-0127  

（関連情報）  

      

Cornell University Library arXiv.org 掲載論文(フルテキスト) 

Parallel Stitching of 2D Materials 

URL:  http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1512/1512.04492.pdf  

15-9 
 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
パデュー大学 

    2016/1/28 

シリコンベースのメタマテリアルが光回路を実現可能に 
(Silicon-based metamaterials could bring photonic circuits) 

・ パデュー大学は、電子でなく光によるデータ処理・送信を行うコンピュータチップや相互接続回路を
実現化する新しい透明なメタマテリアルを開発中。光ファイバーは長距離間の大量データ送信に利用
されているが、光の波長が大きく、現在のコンピュータチップに使われるナノスケールのサイズに納ま
らない。 
・ 金や銀等の貴金属を使ったメタマテリアルが開発される中(金属利用では光の多くが熱として損
失)、同大学はシリコンベースの誘電材料を採用。同材料の異方性の速度(方向によって光が移動す
る速度が異なること)により、光ファイバーの光誘導原理である「全内部反射」現象をナノスケールに適
用することに成功。 
・ 同材料の透明性が光輸送に最適であり、回路の熱を低減するためデバイス作動に消費する電力も
低減。将来的にはデータプロセッシングユニットの微細化が可能に。 
・ また、同材料が光をサブ波長に圧縮することで原子や分子等とのインタラクションが可能となり、単
一光子レベルの光源実現も期待できる。 
・ 同技術は米国特許取得済み。 

URL:  
https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2016/Q1/silicon-based-metamaterials-could-b
ring-photonic-circuits.html  

（関連情報）  

      

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

All-dielectric metamaterials 

URL:  http://www.nature.com/nnano/journal/v11/n1/full/nnano.2015.304.html 

15-10 
 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2016/2/2 

道案内するバーチャルな「盲導犬」 
(A virtual “guide dog” for navigation) 

・ MIT が、視覚障害者の歩行を支援する 3D カメラのデータを処理する低エネルギー消費のチップを
開発。同じアルゴリズムを実行する従来型コンピュータプロセッサの 1/1000 の電力消費量で作動。 
・ また、同チップで視覚障害者用の完全なナビゲーションシステムのプロトタイプを作成。Texas 
Instruments 社製の実験用 3D カメラを搭載し、双眼鏡ケースほどのサイズで首にかけて使用。MIT 開
発の Braille インターフェースを用いて歩行方向にある間近な障害物までの距離情報を伝達する。 
・ このアルゴリズムでは、3Dカメラからのアウトプットをポイントクラウド(点群)と呼ばれる 3D表現に変
換し、障害物の表面を把握して全方向での障害物の無い歩行距離を測定する。 
・ 同アルゴリズムでは、メインメモリからデータフェッチを必要とする電力を多量に消費する方法では
なく、常にポイントクラウドの左上端から始まり左隣のポイントと比較して行く方法を採用して省エネを
図った。また、3D カメラの電力消費についても省エネ化。より小型化が今後の課題。 
・ サンフランシスコで開催された International Solid-State Circuits Conference にて発表。 

URL:  http://news.mit.edu/2016/virtual-guide-dog-wearable-device-0202  

（関連情報）  

      
International Solid-State Circuits Conference 2016 での発表論文(Dspace@MIT よりフルテキストダウ
ンロード可） 
A 0.6V 8mW 3D Vision Processor for a Navigation Device for the Visually Impaired 
URL:  https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/101189  

（関連情報）  

      
International Solid-State Circuits Conference 2016 ＨＰ 
 （2016 年 1 月 31 日～2月 4 日 サンフランシスコ開催） 
URL:  http://isscc.org/  

http://news.mit.edu/2016/new-chip-fabrication-approach-0127
http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1512/1512.04492.pdf
https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2016/Q1/silicon-based-metamaterials-could-bring-photonic-circuits.html
https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2016/Q1/silicon-based-metamaterials-could-bring-photonic-circuits.html
http://news.mit.edu/2016/virtual-guide-dog-wearable-device-0202
https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/101189
http://isscc.org/
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15-11 
 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ミシガン工科

大学 

    2016/2/2 

メモリスタ: 次世代のデジタルメモリとコンピュータを作る 
(Memristors: Making a New Generation for Digital Memory and Computation) 

・ ミシガン工科大学が、二硫化モリブデン（MoS2）のナノシートで理想的なメモリスタを開発。 
・ 理想的なメモリスタ特性では、電流と電圧の関係における対称性が必要。同大学は、バルクの
MoS2(工業用潤滑油として利用されるモリブデナイト)の原子配列を操作して結晶構造を変更。 
・ 2H 構造のバルク材料は通常のレジスタとして作動するが、ここから分子層を剥離して 1T 構造の
MoS2 ナノシートを作り、メモリスタに必要な電圧に比例する抵抗のリバーシブル変化を出現。そして、
銀フォイルの両面にナノシートを分散して対称性を持つ理想的なメモリスタを作成した。 

URL:  
http://www.mtu.edu/news/stories/2016/february/memristors-making-new-generation-for-d
igital-memory-computation.html  

（関連情報）  

      
NANO Letters 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料) 
Memristive Behavior and Ideal Memristor of 1T Phase MoS2 Nanosheets 
URL:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.5b04260  

15-12 
 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2016/2/3 

ハッキング防止機能付き RFID チップ 
(Hack-proof RFID chips) 

・ MITと Texas Instruments社が、事実上ハッキングが不可能な新しいタイプの RFIDチップを開発。ク
レジットカード番号や鍵カード情報の盗難や、倉庫に格納した高額商品のタグをダミータグと置き替え
る等のハッキング防止が期待。 
・ このチップは、メモリーアクセスのパターンや暗号通信中のデバイスの電力変動を分析して暗号鍵
を取得しようとするサイドチャネル攻撃を回避するよう設計されたもの。この攻撃には乱数ジェネレー
タの使用で対応が可能だが、シークレットキー変更前のRFIDチップの電力遮断時のパワーグリッチ攻
撃には脆弱。 
・ そこでチップ回路との電力接続切断が事実上不可能なオンチップ/パワーサプライと「不揮発性」メ
モリセルの 2 種のイノベーションでパワーグリッチ攻撃に対応。どちらにも強誘電性結晶を使用。 
・ 強誘電体を 1.5V と 3.3V のキャパシタとしてオンチップ電源に利用。外部スキャナによるチップ電源
供給が止まると、チップは 3.3Vキャパシタ電源を使って、チップ回路に内蔵した 1.5Vのセルにデータを
記憶させる。スキャナ電源が戻ると、次回の遮断時にデータ記憶用電力を維持するようチップは最初
に 3.3Vキャパシタを充電。計算処理を再開し、シークレットキーの更新処理であれば、スキャナからの
リクエストに応答する前に更新を完了する。これによりパワーグリッジ攻撃を防御。 
・ 電源 ON 毎のキャパシタ充電と計算処理完了するため、従来の RFID チップに比べ速度が落ちる
が、ほとんどの RFID アプリケーションでは十分な読み出し速度を試験で確認。 
・ サンフランシスコで開催された International Solid-State Circuits Conference にて同技術を発表。 

URL:  http://news.mit.edu/2016/hack-proof-rfid-chips-0203  

（関連情報）  

      
International Solid-State Circuits Conference 2016 での発表論文(Dspace@MIT よりフルテキストダウ
ンロード可） 
A Keccak-Based Wireless Authentication Tag with per-Query Key Update and Power-Glitch Attack 
Countermeasures 
URL:  https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/101188  

15-13 
 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2016/2/3 

省エネチップが強力な AI タスクを遂行 
(Energy-friendly chip can perform powerful artificial-intelligence tasks) 

・ MITが、ニューラルネットワークを実行する新しいチップ、「Eyeriss」を開発。携帯デバイス用 GPUの
10 倍の効率で、データをインターネットにアップロードして処理せずに、ローカルな携帯デバイスでの
強力な AI アルゴリズムの利用が可能に。 
・ Eyeriss はまた、IoT でも有用。強力な AI アルゴリズムを搭載したネットワークデバイスは、ローカル
に重要な決定を下し、生データではなく独自の結論をインターネットに委ねる。 
・ また、バッテリ動力自律型ロボットにも有用。 
・ 通常の携帯デバイスGPUにほぼ近い 168個のコア数を持つ Eyerissの高い省エネ性と効率性の鍵
は、従来的な単一の大規模なメモリーバンクを共有するのではなく各コアが独自のメモリを持ち、この
チップがコア間で送信するデータを圧縮する回路を持つこと、隣接するコア同士が直接通信できるた
め、データ共有の必要がある場合にメインメモリを介する必要がないこと(同一データを多数のノードが
処理する畳み込みニューラルネットワークでは重要)、そしてコアにタスクを分配する特殊な回路構成。 
・ サンフランシスコで開催された International Solid-State Circuits Conferenceにおいて、Eyerissで画
像認識タスクを行うニューラルネットワークを実証。カスタムチップで最先端のニューラルネットワーク
を初めて実行。 
・ 本研究資金の一部は DARPAから支援。 

URL:  http://news.mit.edu/2016/neural-chip-artificial-intelligence-mobile-devices-0203  

（関連情報）  

      
International Solid-State Circuits Conference 2016 での発表論文 
Eyeriss: An Energy-Efficient Reconfigurable Accelerator for Deep Convolutional Neural Networks 
URL:  http://www.rle.mit.edu/eems/wp-content/uploads/2016/02/eyeriss_isscc_2016.pdf   

http://www.mtu.edu/news/stories/2016/february/memristors-making-new-generation-for-digital-memory-computation.html
http://www.mtu.edu/news/stories/2016/february/memristors-making-new-generation-for-digital-memory-computation.html
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.5b04260
http://news.mit.edu/2016/hack-proof-rfid-chips-0203
https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/101188
http://news.mit.edu/2016/neural-chip-artificial-intelligence-mobile-devices-0203
http://www.rle.mit.edu/eems/wp-content/uploads/2016/02/eyeriss_isscc_2016.pdf
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【ロボット技術分野】  

15-14 
 

スイス連邦工
科大学ローザ
ンヌ校(EPFL) 
(ローザンヌ工
科大学) 

    2016/2/1 

優しく触れるロボットフィンガー 
(Robotic Fingers with a Gentle Touch) 

・ EPFL が、シリコンゴムと伸縮性の電極板から構成される柔らかな触感のロボットグリッパーを開
発。卵や紙等の壊れやすくもろい物体を掴んだり折り曲げたりできる。 
・ 静電付着と人工筋肉を初めて組み合わせた同グリッパーは、食品産業、宇宙空間や義手等での活
用が期待。 
・ 電圧をかけると電極板が筋肉の作用を模倣し物体に向かって折り曲がり、電極板の先端が指先の
役割を担って物体の形状に優しく沿い合わせ静電力で掴む。事前の物体形状の理解が必要無く、電
極重量の 80 倍の物体を持ち上げることが可能。 

URL:  http://actu.epfl.ch/news/robotic-fingers-with-a-gentle-touch/  

（関連情報）  

      

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

Versatile Soft Grippers with Intrinsic Electroadhesion Based on Multifunctional Polymer Actuators 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201504264/abstract  

【蓄電池・エネルギーシステム分野】  

15-15 
 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
国立再生可
能ｴﾈﾙｷﾞｰ研
究所(NREL) 

    2016/1/28 

大規模太陽光発電を初めてアンシラリーサービス提供目的で実証 
(NREL and Partners Demonstrate First-of-a-Kind Use of Utility-Scale PV for Ancillary Services) 

・ NRELが主導で、プエルトリコとテキサス州内 2 カ所の事業者規模の太陽光発電施設における系統
へのアンシラリーサービス提供能力を検証する実証プロジェクトを実施。同プロジェクトは DOE の
SunShot イニシアティブが資金提供。 
・ 今回実証で示したのは、単なる変動電源と見做されている太陽光発電の価値を運転予備力、負荷
追従、周波数調整等アンシラリーサービスの追加的な供給力へと有効電力制御により引き上げる方
法。特に自動発電制御による変動の平滑化、迅速な応答とドループ応答のための周波数調整力、電
力品質を含む試験を実施。 
・  プロジェクトと結果の詳細は先日刊行されたレポート (Advanced Grid-Friendly Controls 
Demonstration Project for Utility-Scale PV Power Plants)を参照のこと。 

URL:  http://www.nrel.gov/pv/news/2016/21630.html  

（関連情報）  

      

大規模太陽光発電設備のグリッド相補的先進型出力制御実証プロジェクト(PDF102 ページ) 

Advanced Grid-Friendly Controls Demonstration Project for Utility-Scale PV Power Plants 

URL:  http://www.nrel.gov/docs/fy16osti/65368.pdf  

15-16 

 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
SLAC 国立加
速器研究所 

    2016/1/28 

シリコンの「おがくず」をグラフェンケージに閉じ込めて蓄電池性能を向上 
(Putting Silicon ‘Sawdust’ in a Graphene Cage Boosts Battery Performance) 

・ SLACとスタンフォード大学の共同研究チームが、リチウムイオン蓄電池アノードの Si粒子を個別に
適切なサイズのグラフェン製ケージで包みこむ技術を開発。本技術は、充電中の Si粒子の膨張・崩壊
と、電解液との反応による被膜生成を原因とする性能劣化という、同蓄電池の容量増大を妨げる 2 つ
の大きな障害を取り除く可能性。 
・ 同チームは、Si インゴットを削る際に生じる廃棄物と同サイズの Si 微粒子（直径 1～3μm）に対し、
適合するサイズの微小なグラフェンケージをシンプルな 3ステップで作製。Si微粒子は Siナノ粒子より
も安価で入手が容易だが、これまでは蓄電池アノードとしてうまく機能せず。 
・ 適切な厚みのニッケルでコーティングした Si 粒子表面にグラフェン層を成長させ、ニッケルをエッチ
ングで除去することで、ケージ内で同粒子が膨張できる空間を確保。実験では、同ケージにより Si 粒
子の導電性が増し、蓄電池の電荷容量、化学的安定性と効率が向上。なお、本プロセスは比較的低
温で実行可能。 
・ 今後は同プロセスの微調整と、商用スケールでの蓄電池試験を見据えたグラフェンケージシリコン
粒の量産化に取り組む予定。 

URL:  
https://www6.slac.stanford.edu/news/2016-01-28-graphene-cage-boosts-battery-performa
nce.aspx  

（関連情報）  

      

Nature Energy 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料) 

Growth of conformal graphene cages on micrometre-sized silicon particles as stable battery anodes 

URL:  http://www.nature.com/articles/nenergy201529  

  

http://actu.epfl.ch/news/robotic-fingers-with-a-gentle-touch/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201504264/abstract
http://www.nrel.gov/pv/news/2016/21630.html
http://www.nrel.gov/docs/fy16osti/65368.pdf
https://www6.slac.stanford.edu/news/2016-01-28-graphene-cage-boosts-battery-performance.aspx
https://www6.slac.stanford.edu/news/2016-01-28-graphene-cage-boosts-battery-performance.aspx
http://www.nature.com/articles/nenergy201529
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【新エネルギー分野（太陽光発電）】  

15-17 

 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
国立再生可
能ｴﾈﾙｷﾞｰ研
究所(NREL) 

    2016/1/27 

NREL が配電事業者のための太陽光発電大量導入ハンドブックを刊行 
(NREL Releases High-Penetration PV Handbook for Distribution Engineers) 

・ NRELが Southern California Edison (SCE)社他と共同で、各社の営業管内に大量に太陽光発電を
導入する際の課題につき、配電に関わる技術者への理解の助長と手引きを目的としたハンドブックを
作成。太陽光発電の大量導入による潜在的な影響、その影響の度合いを判断するためのモデル的解
析アプローチ、それらの可能な緩和方法を提示。 
・ これは事業者スケール(1～5MW)の PVシステム導入を対象としたものだが、内容の多くは住宅地で
も見られるような多数の小型システムの導入にも関連。 
・ 研究プロジェクトは、SCE社営業管内での総 500MWの商業規模PVシステム(主に 1～5MW)設置か
ら多くの知見を得られるよう特別にデザインされており、2010 年に開始し 2015 年に終了。DOE の
SunShot イニシアティブが資金提供。 

URL:  http://www.nrel.gov/pv/news/2016/21629.html  

（関連情報）  

      

配電事業者のための大容量ＰＶシステム統合ハンドブック(PDF109 ページ) 

High-Penetration PV Integration Handbook for Distribution Engineers 

URL:  http://www.nrel.gov/docs/fy16osti/63114.pdf  

【新エネルギー分野（風力発電）】  

15-18 
 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ｻﾝﾃﾞｨｱ国立
研究所(SNL) 

    2016/1/28 

桁外れのブレードが米国の洋上風力発電を増設に導く 
(Enormous blades could lead to more offshore energy in U.S.) 

・ SNLの大規模超軽量形状可変型分節ローター(Segmented Ultralight Morphing Rotor: SUMR) 研究
プロジェクトにDOEのARPA-Eプログラムが資金提供。バージニア大学が主導の研究チームは、既存
の風車の 2.5倍となるローター径 200mの低コスト 50MW洋上タービンを設計予定。SUMRの初期設計
は SNLの 100m ブレード・13MW システムの先行研究に基づくもの。 
・ 米国は大きな洋上風力発電の導入ポテンシャルを有するが、設備が高額なため、発電コストの低
減には大型タービンが不可欠。今回開発のブレードは、分割することで製造が簡素化しコスト効果的。
機材搬送やブレードの組み立てに前代未聞の大型装置は不要。なお、SUMR はダウンウィンド方式。 
・ SUMRは嵐の中のヤシの木の動きより着想。軽量な分割胴部は連接する円筒に倣い、風によりヒン
ジで折れ曲がるが各節の強度は維持。本方式はブレードにかかる力を減少させることで剛性の強化
に要する質量を劇的に削減。危険度の高い風速では、ブレードは格納・風向に従って整列し、破損の
リスクを低下。弱風時、ブレードは大きく展開して発電量を最大化。 

URL:  https://share.sandia.gov/news/resources/news_releases/big_blades/#.Vsp0grluljo  

（関連情報）  

      

SNL・洋上風力 RD&D: 大型洋上風車ローター開発（参考） 

Offshore Wind RD&D: Large Offshore Rotor Development 

URL:  
http://energy.sandia.gov/energy/renewable-energy/wind-power/offshore-wind/offshore-win
d-sandia-large-rotor-development/  

【新エネルギー分野（バイオマス）】  

15-19 
 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
カリフォルニ
ア大学リバー
サイド校
(UCR) 

    2016/1/26 

UCR が酵母による油脂生成を進展 
(UCR Research Advances Oil Production in Yeast) 

・ UCRが、糖を脂質や炭化水素に変換するヤロウイア属のアルカン資化性酵母Yarrowia lipolyticaに
ついて、CRISPR-Cas9 遺伝子改変技術を報告。 
・ CRISPR-Cas9 は、生きた細胞中で任意の場所を正確に改変できる画期的な技術。これまでのゲノ
ム編集方法とは異なり、安価で簡便でほぼすべての有機体で効果的。 
・ 現在、化石燃料を使った非効率的で安全性にも課題のあるプロセスで生成される長鎖の炭化水素
を、バイオマニュファクチャリングで同酵母を使って生成するための一歩となる。 

URL:  http://ucrtoday.ucr.edu/34308  

（関連情報）  

      

ACS Synthetic Biology 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料) 

Synthetic RNA Polymerase III Promoters Facilitate High-Efficiency CRISPR–Cas9-Mediated Genome 
Editing in Yarrowia lipolytica 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acssynbio.5b00162  

  

http://www.nrel.gov/pv/news/2016/21629.html
http://www.nrel.gov/docs/fy16osti/63114.pdf
https://share.sandia.gov/news/resources/news_releases/big_blades/#.Vsp0grluljo
http://energy.sandia.gov/energy/renewable-energy/wind-power/offshore-wind/offshore-wind-sandia-large-rotor-development/
http://energy.sandia.gov/energy/renewable-energy/wind-power/offshore-wind/offshore-wind-sandia-large-rotor-development/
http://ucrtoday.ucr.edu/34308
http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acssynbio.5b00162
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【新エネルギー分野（燃料電池・水素）】  

15-20 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾌﾞﾙｯｸﾍﾌﾞﾝ国
立研究所

(BNL) 

    2016/1/8 

場所こそが重要： チタンドーピングでヘマタイトによる水電解の性能が向上  
(Location, Location, Location: Titanium Doping Improves Hematite's Water Spitting Performance) 

・ BNL がチタンのドープにより水電解におけるヘマタイト(酸化鉄の一種)の性能を向上。ヘマタイトは
太陽光を用いた水電解を促進する期待の材料だが、低い導電性と触媒活性が広範な利用への課
題。チタンをドーパントとして添加することで性能は向上するものの、そこでのチタンの役割は未解明。 
・ 今回BNLは、ドーピング種とドーピングレベルを独立に制御する、ヘマタイト薄膜の新たな製造方法
を開発。これにより水電解におけるヘマタイト薄膜の光電流量は過去最大に。ヘマタイト薄膜の活性
はドープするチタンの量に比して最適化されるのではなく、ドーピングの場所（特にヘマタイト表面）に
関連すると判明。 
・ チタンによる性能向上は従来の仮説に反して、主にヘマタイト表面での触媒としての作用によるも
のと説明。チタンのドーピングレベルを 0.5 atom%に制御することで、水電解の性能は 50%上昇。 

URL:  https://www.bnl.gov/CFN/research/highlights/news.php?a=26200  

（関連情報）  

      

Nanoscale 掲載論文（アブストラクトのみ：全文は有料） 

The role of the domain size and titanium dopant in nanocrystalline hematite thin films for water 
photolysis  

URL:  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2015/nr/c5nr05894e#!divAbstract  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 
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