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ｱﾒﾘｶ合衆国・ﾏ
ｻﾁｭｰｾｯﾂ工科
大学(MIT) 

    2016/8/11 

MITが自己遮蔽ガラスを開発 
(MIT develops self-shading windows) 

・ MIT が、窓ガラスの広範囲な透明度を短いレスポンスタイムかつ低電力消費で変化させる、金属
有機構造体(MOFs)を取り入れた新しいエレクトロクロミック材料を開発。 
・ 同様な色変化機能をもつ他材料に比して、透明度変換後の状態維持に電力をほとんど使用せ
ず、状態を変化させる時にのみ消費。 
・ 既存のエレクトロクロミック材料では機能とアプリケーションが限られている。一例としてボーイン
グ 787 の窓のシェードとして利用されているが、切り替え後のレスポンスタイムが 2～3 分かかる。こ
の原因は、電子が材料中を高速で移動する一方で、電気的バランスを修復して色を変化させる効果
を作るイオンの移動速度が遅いこと。 
・ MIT は今回、MOF の電気的・光学的特性を初めて活用。MOF では電子とイオンの両方が高速で
移動できる。 
・ 新材料は有機材料と金属塩から構成され、混合により切り替え可能な材料の薄膜へと自己組成
する。完全な透明から（補色関係にある緑と赤の混合でできた）黒に近い不透明度に比較的早いス
イッチングタイムで変化することができる。 
・ 同材料の特性は研究室で実証。次には 1 インチ四方の小規模デバイスを作製して試験予定。投
資家への技術実証を実施し、同材料を利用した窓の製造コストを予測する。 
・ スマートウィンドウの他に、エレクトロニックインク(E-ink: 電子ペーパー）のような低電力ディスプレ
イでの利用も考えられる。 

URL:  http://news.mit.edu/2016/self-shading-windows-0811  

(関連情報）  

      

Chem 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Transparent-to-Dark Electrochromic Behavior in Naphthalene-Diimide-Based Mesoporous MOF-
74 Analogs 

URL:  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2451929416300171  

  

 

《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) 

    2016/8/26 

3D プリントした構造が形状を「記憶」 
(3-D printed structures “remember” their shapes) 

・ MIT とシンガポール工科デザイン大学(SUTD)が、光を使って形状記憶構造物を 3D プリンティング
で製造する、マイクロステレオリソグラフィーと呼ばれる方法を開発。 
・ 同方法では、人間の毛髪の直径ほどのミクロンスケール構造物を 3D プリンティングで製造でき
る。これは現行の 3D プリントが可能なサイズの 1/10。構造物は引き延ばしたり捻ったりしても特定
の温度に反応して数秒内に元の形状に戻る。 
・ 時間(4D)経過により構造物形状が変化するよう設計することから、4D プリンティングとも考えられ
る同方法で製造した形状記憶構造物は、商用 3D プリンティングで製造した構造物に比して 10 倍長
く引き延ばすことができる。バイオ医療デバイス、展開式の航空宇宙用構造物や形状変化 PV セル
等、4D プリンティングのアプリケーションを多様に進展させる。 
・ 従来の 3D プリンタでは㎜サイズ以下の構造設計が不可能。このようなサイズの制限が、材料が
元の形状に回復する速度をも制限。アクチュエーション機構はミクロンスケールで作動するため、よ
り微細なサイズで製造すれば数秒内で反応できるようになる。 
・ 同マイクロステレオリソグラフィーでは、目的とする構造のモデルを CADで作製し、ビットマップイメ
ージとしてプロジェクターが送信する数百枚の階層に分割。それからプロジェクターが液体樹脂やポ
リマー溶液にビットマップのパターンで光を照射して樹脂にパターンをエッチングし、その後固体化す
る。 
・ 形状記憶ポリマーについては、科学文献から 2 種の理想的なポリマーを選択し混合して作製。40
～180℃（104～356℉)の温度範囲でプリント時の形状に回復する。 
・  形状記憶構造物の簡易なアプリケーション利用の実証のため、小型のソフトな掴み手(グリッパ
ー）を製造。40℃に温度上昇すると、グリッパーは下方に配置されたボルトや豆腐等を掴むことがで
きる。 
・ 今後は人間の体温程度に反応する形状記憶材料のポリマーの組合せを発見し、柔軟、能動的で
制御可能なドラッグデリバリーカプセルの設計を目指す。 

URL:  
http://news.mit.edu/2016/3-d-printed-structures-remember-shapes-drug-delivery-solar-
panel-0826  

(関連情報）  

      

Scientific Reports 掲載論文(フルテキスト）  

Multimaterial 4D Printing with Tailorable Shape Memory Polymers 

URL:  http://www.nature.com/articles/srep31110  
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ペンシルバニ
ア州立大学 

    2016/8/29 

グラフェンが並はずれた特性をもつ 2 次元半導体のカギに 
(Graphene key to two-dimensional semiconductor with extraordinary properties) 

・ ペンシルバニア州立大学が、グラフェンのカプセル化により窒化ガリウムの新しい特性につながる
2D 材料の作製方法を発見。 
・ 独自の移動強化型カプセル化成長（MEEG）技術を用いて、ガリウム原子を添加した状態でシリコ
ンカーバイド（SiC）基板上にグラフェンを成長させると、シリコンとグラフェンの間にガリウムの中間層
がはさまったサンドウィッチ構造が形成。ここに窒素原子を添加すると、窒素とガリウムが反応して、
表面がグラフェンで封止された状態の 2 次元窒化ガリウム（GaN）ができる。2 次元 GaN は構造が不
安定で合成困難であったが、MEEG 法の採用で安定化に成功。 
・ 広いバンドギャップを持つ半導体として知られる 3次元の窒化ガリウムは、2次元の形状で成長す
ると、紫外線・可視光線・赤外線スペクトルの全てを含むエネルギースペクトルを効率的に 3 倍にす
る超広帯バンドギャップ材料へと変換されるため、深紫外線レーザー・次世代の電子機器・センサー
における応用に期待。 

URL:  
http://news.psu.edu/story/423117/2016/08/29/research/graphene-key-two-dimensional-
semiconductor-extraordinary-properties  

(関連情報）  

      

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

Two-dimensional gallium nitride realized via graphene encapsulation 

URL:  http://www.nature.com/nmat/journal/vaop/ncurrent/full/nmat4742.html  

(関連情報）  

      

Horizon 2020 関連記事 

Graphene key to growing 2D materials 

URL:  http://horizon2020projects.com/il-biotechnology/graphene-key-to-growing-2d-materials/  

  

http://news.mit.edu/2016/3-d-printed-structures-remember-shapes-drug-delivery-solar-panel-0826
http://news.mit.edu/2016/3-d-printed-structures-remember-shapes-drug-delivery-solar-panel-0826
http://www.nature.com/articles/srep31110
http://news.psu.edu/story/423117/2016/08/29/research/graphene-key-two-dimensional-semiconductor-extraordinary-properties
http://news.psu.edu/story/423117/2016/08/29/research/graphene-key-two-dimensional-semiconductor-extraordinary-properties
http://www.nature.com/nmat/journal/vaop/ncurrent/full/nmat4742.html
http://horizon2020projects.com/il-biotechnology/graphene-key-to-growing-2d-materials/
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ドイツ連邦共和
国・フリードリヒ
・アレクサンダ
ー大学エアラン
ゲン＝ニュルン
ベルク(FAU) 

    2016/9/2 

低コストで欠陥のないグラフェン 
(Low-cost and defect-free graphene) 

・ FAU が、ベンゾニトリルを添加して、欠陥のないグラフェンをグラファイトから直接製造することに
初めて成功。 
・ 溶液を用いてグラファイトを化学的に剥離し溶液から分離された各炭素層を再酸化する従来の方
法で生成されたグラフェンには、格子内の炭素原子の水和や酸化といった欠陥がしばしば発生。そ
こに溶媒のベンゾニトリルを加えることにより、追加の官能基を形成することなく欠陥のないグラフェ
ンを取り出すことが可能であることを発見。 
・ この技法を用いれば、最高品質のグラフェンを切断でき、電荷担体の数を介して特定の電子特性
の設定も可能。また、反応中に形成された還元ベンゾニトリル分子が赤色に変化する特性を活かし
てシステム中の電荷担体の数を吸収測定により簡単に決定できる。 
・ この低コストかつ高効率の方法で作られた無欠陥グラフェンの半導体やセンサー技術での応用に
期待。 

URL:  https://www.fau.eu/2016/09/02/news/research/low-cost-and-defect-free-graphene/  

(関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Solvent-driven electron trapping and mass transport in reduced graphites to access perfect 
graphene 

URL:  http://www.nature.com/ncomms/2016/160810/ncomms12411/pdf/ncomms12411.pdf  
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ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・キール大学 

    2016/9/7 

材料科学でブレイクスルー：キール大学の研究チームがほとんどすべての表面と金属を結合 
(Breakthrough in materials science: Kiel research team can bond metals with nearly all surfaces) 

・ キール大学が、微細規模で粗面化する電気化学エッチング工程を用いて、金属の力学的安定性
や金属特性そのものに影響を与えずにその表面特性を変更する方法を発見。この「ナノスケール彫
刻」工程を用いれば、アルミニウム・チタン・亜鉛等の金属はほとんどすべての他の材料と永久的に
結合が可能。 
・ 金属表面の不安定粒子を標的エッチング（targeted etching）により除去し、上面層をエッチング工
程にて粗面化して小さなフックを備える 3D 構造を生成。2 つの処理済みの金属間に結合ポリマーが
適用されると、その表面は 3 次元のパズルのように全方向で互いに連結する。この連結は、各種の
汚れや極度の熱および湿度といった気象条件下でも安定して頑強であり、フック構造が水の透過す
る孔のないきっちりとかみ合った 3D の迷路のように機能して撥水性をもたらす。 
・ 本工程に関しこれまで 4 件の特許を出願済み。造船・航空といった金属加工産業から印刷技術や
防火、医学的応用に至るまで極めて広い用途での応用が進められる見込み。 

URL:  http://www.uni-kiel.de/pressemeldungen/?pmid=2016-285-nanosculpturing&lang=en  

(関連情報）  

      

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

Making metal surfaces strong, resistant, and multifunctional by nanoscale-sculpturing 

URL:  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/nh/c6nh00140h#!divAbstract   
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ｱﾒﾘｶ合衆国・ｱ
ﾙｺﾞﾝﾇ国立研
究所(ANL) 

    2016/9/16 

ダイヤモンドがグラフェン成長に役立つ材料と判明 
(Diamond proves useful material for growing graphene) 

・ ANL とカリフォルニア大学リバーサイド校の共同研究チームが、不純物が少ないグラフェンを従来
よりも低コストかつ短時間・低温で成長させる方法を開発。 
・ 本技術では、ANL が長年の研究により開発した超ナノ結晶ダイヤモンド (ultrananocrystalline 
diamond: UNCD)を使用。UNCD はグラフェン成長の基板となるだけでなく、炭素原子の提供源として
も機能。同チームは単層・単一ドメインのグラフェンをミクロンサイズの穴上で横方向に成長可能で
あることを発見。同方法で成長させたグラフェンは基板から自立しているため、デバイスを直接作製
できる。 
・ 従来の製法で基板となる 3～4 インチのシリコンカーバイドウェハーが約 1,200 ドルであるのに対
し、表面に UNCD薄膜を形成したシリコンウェハーは 500 ドル未満。また、従来法ではグラフェンシー
ト作製に数時間を要するところ、本製法では 1 分未満。同チームは本製法で成長させたグラフェンで
トップゲート電界効果トランジスタ(FET)を作製、その電子移動度と電荷キャリア濃度を測定し、品質
の高さを確認。 
・ 本製法ではダイヤモンド表層をアモルファスカーボンに変化させるのにニッケルを用いるが、酸に
よるニッケル除去は不要。グラフェン成長のメカニズムはシミュレーションと実験で確認済みであり、
既に 3 件の特許を確保。 
・ 現在、反応の最適化およびグラフェン-ダイヤモンド界面の物理現象のさらなる解明に向けて、温
度、ダイヤモンド基板の厚み、金属薄膜の組成を調整中。 

URL:  http://www.anl.gov/articles/diamond-proves-useful-material-growing-graphene  

(関連情報）  

      
Nature Communiations 掲載論文(フルテキスト） 
Metal-induced rapid transformation of diamond into single and multilayer graphene on wafer scale 
URL:  http://www.nature.com/articles/ncomms12099  

https://www.fau.eu/2016/09/02/news/research/low-cost-and-defect-free-graphene/
http://www.nature.com/ncomms/2016/160810/ncomms12411/pdf/ncomms12411.pdf
http://www.uni-kiel.de/pressemeldungen/?pmid=2016-285-nanosculpturing&lang=en
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/nh/c6nh00140h#!divAbstract
http://www.anl.gov/articles/diamond-proves-useful-material-growing-graphene
http://www.nature.com/articles/ncomms12099
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【電子・情報通信分野】  
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スイス連邦工
科大学チュー
リッヒ校(ETH)
（チューリッヒ
工科大学）  

    2016/8/16 

サイバークライムに対処する革新的な IT ソリューション 
(Innovative IT solution to tackle cyber crime) 

・ ETH のスピンオフ企業である xorlab が、従来技術に比してより安価で確実に企業や政府をハッキ
ングの被害から守るシステムを開発。 
・ サイバー犯罪者らは変化する環境に適応した行動を採るため、システムへの侵入の検出が困難
になっている。従来のセキュリティ技術では、IT システム内での「疑わしい活動」を監視して不正侵入
を検出する。 
・ 同社の技術では、アプリケーションの通常活動の綿密なスクリーニングを実施。疑わしい活動を直
ちに検出して悪意のあるファイルやウェブサイトを隔離し、企業の情報基盤の損壊を未然に防ぐ。 
・ 同社が開発したミニサーバーは重量が 31kg で、企業のサーバーインフラの前線の防衛策として
設置し、E メールや PDF 等を経由したハッカー攻撃を防止。例えば、PDF に添付されたスパイウェア
を検出すると、中央の企業ネットワークから分離されたコンピュータで添付ファイルを開き、危険性を
調べる。危険性を検知するとファイルを直ちに破壊する。 
・ 1 年前の概念実証では、同技術で保護されたシステムへの攻撃をエラーメッセージなく全て検出。
エラーメッセージや疑わしい活動の報告は相当の追加的なコストを発生させることから、企業にとっ
て有益な点。 
・ このように、ITセキュリティインフラにおいて主要の部分となることは確実だが、全ゆる種類の脅威
をブロックすることは不可能。 
・ 同社はすでに金融・教育機関との商談を開始しており、Swisscom がパイロットシステムの導入を
検討中であることを発表している。 

URL:  
https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2016/08/innovative-
itsolution-to-tackle-cyber-crime.html  

(関連情報）  

      

xorlab ウェブサイト 

URL:  https://www.xorlab.com/  

【環境・省資源分野】  
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ジョージア工科

大学 

    2016/8/18 

炭素分子のふるいで炭化水素分離のエネルギー使用量を低減 
(Carbon Molecular Sieve Membranes Cut Energy Use in Hydrocarbon Separations) 

・ ジョージア工科大学はエクソンモービル社と共同で、アルキル芳香族の分離に必要なエネルギー
を大幅に低減する炭素ベースの新しい分子ふるい膜を実証。 
・ 同ふるい膜は中空のポリマー繊維をベースとしたもので、化学物質の相転移ではなく、圧力を加
えて分離する新しい「有機溶剤逆浸透膜(organic solvent reverse osmosis: OSRO)プロセスで利用で
きる。既存のゼオライト分子ふるいに比してより優れたプロセス速度でサイズが数ナノメートル違い
の分子をふるい分ける。 
・ 市販のポリマー前駆体を利用できるため、同分子ふるい膜は工業用化学分離プロセスへ商業化
及び統合が可能と考える。 
・ 従来のアルキル芳香族分離プロセスに必要な世界のエネルギー消費量は、標準的規模の発電
所約 20 カ所が生産する量に相当する。同分子膜技術を産業規模で利用できれば、エネルギー使用
量の大幅な削減が期待できる。 
・ 1nm を下回る微細孔をもつ直径約 200μm の中空ポリマー繊維を熱分解プロセスで炭素に変換す
る前に架橋結合処理し、その有益な機械特性と膜性能を保持。孔サイズは製造プロセスにおいて調
整できる。同分子ふるい膜は機械的な堅牢性を有し、OSRO での利用に必要なプロセス条件を耐久
する。 
・ OSRO プロセスで、サイズの違いが 1/10nm で特性も類似したパラキシレンとオルトキシレンの分
離を研究室で試験。室温下で加圧すると同分子ふるい膜は 50/50 の混合率を、ゼオライト膜に比し
て高流量の 85/15 に変換。これに続く従来の熱プロセスで仕上げることでエネルギー使用量を大幅
に削減できる。 
・ しかし同分子ふるい膜の商業化やスケールアップには、より複雑な分離試験の実施が課題。ま
た、同材料の均質的な作製方法の発見や長期間の工業利用耐久の実証も必要。 

URL:  
http://www.news.gatech.edu/2016/08/17/carbon-molecular-sieve-membranes-cut-
energy-use-hydrocarbon-separations  

(関連情報）  

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Reverse osmosis molecular differentiation of organic liquids using carbon molecular sieve 
membranes 

URL:  http://science.sciencemag.org/content/353/6301/804  

  

https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2016/08/innovative-itsolution-to-tackle-cyber-crime.html
https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2016/08/innovative-itsolution-to-tackle-cyber-crime.html
https://www.xorlab.com/
http://www.news.gatech.edu/2016/08/17/carbon-molecular-sieve-membranes-cut-energy-use-hydrocarbon-separations
http://www.news.gatech.edu/2016/08/17/carbon-molecular-sieve-membranes-cut-energy-use-hydrocarbon-separations
http://science.sciencemag.org/content/353/6301/804
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26-9 

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) 

    2016/8/25 

太陽エネルギー貯蔵の効果的で低コストな解決策 
(An effective and low-cost solution for storing solar energy) 

・ EPFL とスイス・エレク トロニクス・マイクロテクノロジー・センター（CSEM）が、市販の太陽電池を
用いてレアメタルを使わずに安定性・効率・寿命・コストにおいて優れる水分解用のデバイスを設計。 
・ そのプロトタイプは、レアメタルに頼らない電解システムに取り付けられた 3 つの相互接続したヘ
テロ接合技術に基づく「ハイブリッド」型の結晶シリコン太陽電池からなり、広く入手可能なニッケルで
できた触媒を必要とする。結晶シリコンとアモルファスシリコンの層を用いたサンドイッチ構造が、水
分解に最適な高い電圧を可能にする。 
・ 14.2%の効率で太陽エネルギーを水素に変換することができ、試験条件下で 100 時間以上継続し
て稼働可能。性能については、シリコン太陽電池と、レアメタルを使わない水素生成の世界記録を更
新。今後の改良で 16%以上の効率を達成することを予期。 

URL:  http://actu.epfl.ch/news/an-effective-and-low-cost-solution-for-storing-sol/  

(関連情報）  

      

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

Solar-to-Hydrogen Production at 14.2% Efficiency with Silicon Photovoltaics and Earth-Abundant 
Electrocatalysts 

URL:  
http://jes.ecsdl.org/content/163/10/F1177.abstract?sid=3d6f2ce3-02e6-490b-b8eb-
bd08f795a6ca  

26-10 

ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・ユーリヒ総
合研究機構

(FZJ) 

    2016/9/9 

葉から木へ：大規模の人工光合成 
(From Leaf to Tree: Large-Scale Artificial Photosynthesis)                   

・ ユーリヒ総合研究機構が、人工光合成設備として光電気化学的水分解のための初の実用設計を
開発。 
・ その構成要素は表面積が 64 ㎠であり、特別なレーザー技術で互いに接続された太陽電池からな
る基本ユニットを継続的に直列接続することにより、将来的には数㎡の大きさのシステムに拡張する
ことも可能。 
・ 利点は、太陽エネルギーから電力を生成する太陽光発電の部分とこの電力を水分解に使う電気
化学的な部分という 2 つの主要な構成要素を別々に最適化できる点であり、あらゆるタイプの薄膜
太陽光発電技術や様々なタイプの電解槽に柔軟に適用可能。 
・ 本構想につき特許取得済み。現在のところ、プロトタイプの太陽光から水素を生成する効率は
3.9%であるが、新材料を用いる等今後の改良により効率向上が可能。 

URL:  
http://www.fz-juelich.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/UK/EN/2016/2016-09-09from-
leaf-to-tree.html  

(関連情報）  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Upscaling of integrated photoelectrochemical water-splitting devices to large areas 

URL:  http://www.nature.com/ncomms/2016/160907/ncomms12681/pdf/ncomms12681.pdf  

【蓄電池・ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ分野】  

26-11 

スイス連邦工
科大学チュー
リッヒ校（チュ
ーリッヒ工科大
学） (ETH) 

    2016/8/4 

固体蓄電池が安全性を向上 
(Solid batteries improve safety) 

・ ETH が、リチウム・ガーネットをベースとした全固体型リチウムイオン蓄電池を初めて開発。 
・ 全固体型蓄電池開発の課題は、リチウムイオンが極力少ない抵抗で循環できるよう電極と電解質
の間を結ぶこと。 
・ 研究室において、両電極間で固体電解質として機能するリチウムを含む化合物(リチウム・ガーネ
ット）層等のサンドイッチ状の蓄電池を作製。固体電解質には多孔質の表面を確認し、粘性体の負
極材料を多孔に浸み込ませ、最後に 100℃で焼き戻した。これにより、負電極と電解質間の界面（接
触）面積が大幅に拡大。蓄電池の充電速度が向上する。 
・ 同蓄電池では理論的に室温下で作動可能であるが、開発の現時点では 95℃以上での作動に最
も優れる。 
・ 同蓄電池の開発に伴い、シリコンチップに直接配置できる薄膜蓄電池の作製も見込め、ポータブ
ル電子デバイスへの電力供給に革新をもたらす可能性も。 
・ 次には、電極-電解質界面のイオン伝導性のさらなる向上に焦点を当てて同蓄電池の最適化を図
る。 

URL:  
https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2016/08/all-solid-state-
lithium-ion-batteries.html  

(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） 

Interface-Engineered All-Solid-State Li-Ion Batteries Based on Garnet-Type Fast Li+ Conductors 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.201600736/abstract  

  

http://actu.epfl.ch/news/an-effective-and-low-cost-solution-for-storing-sol/
http://jes.ecsdl.org/content/163/10/F1177.abstract?sid=3d6f2ce3-02e6-490b-b8eb-bd08f795a6ca
http://jes.ecsdl.org/content/163/10/F1177.abstract?sid=3d6f2ce3-02e6-490b-b8eb-bd08f795a6ca
http://www.fz-juelich.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/UK/EN/2016/2016-09-09from-leaf-to-tree.html
http://www.fz-juelich.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/UK/EN/2016/2016-09-09from-leaf-to-tree.html
http://www.nature.com/ncomms/2016/160907/ncomms12681/pdf/ncomms12681.pdf
https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2016/08/all-solid-state-lithium-ion-batteries.html
https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2016/08/all-solid-state-lithium-ion-batteries.html
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.201600736/abstract


6 

 

26-12 

ｱﾒﾘｶ合衆国・ﾏ
ｻﾁｭｰｾｯﾂ工科
大学(MIT) 

    2016/8/16 

家電製品の蓄電池容量を倍増 
(Doubling battery power of consumer electronics) 

・ MIT のスピンオフ企業である SolidEnergy (2012 年設立）が、従来のリチウムイオン蓄電池の 2 倍
のエネルギー密度を有するアノードフリーの新しいリチウム金属蓄電池を開発し、商業化に向けて
準備中。 
・ 従来のグラファイトアノードを、極薄で高エネルギーなリチウム金属箔に置き換えたことが特徴。同
金属箔はイオンをより多量に保持するため、エネルギー容量が向上。さらに、電解質を化学的に改
良し、一般的に寿命が短く揮発性のリチウム金属電池を充電可能で安全に利用できるようにした。
また、既存のリチウムイオン製造設備で製造できるのでスケーラブル。 
・ 同社は 2017 年初めにスマートフォンやウェアラブルで、2018 年には EV で同蓄電池のアプリケー
ションを予定しているが、今年 11 月にまずドローンで利用する。 
・ EV での利用では、1 回の充電で 200 マイル走行という業界標準を倍増して 400 マイルの走行が
可能に。 
・ 作動時に加熱が不要な固体電解質でリチウム金属箔を薄膜コーティングしたものと、不燃性の半
イオン液体電解質を組み合わせた固体/液体ハイブリッド電解質を作製。また、セパレーターと電池
設計にリチウム金属との好ましくない反応を停止するような改良を加えた。 

URL:  
http://news.mit.edu/2016/lithium-metal-batteries-double-power-consumer-electronics-
0817  

(関連情報）  

      

SolidEnergy ウェブサイト 

URL:  http://www.solidenergysystems.com/  

26-13 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ペンシルバニ
ア州立大学 

    2016/8/22 

EV のための「理想的な」エネルギー貯蔵材料を開発 
(“Ideal” Energy Storage Material for Electric Vehicles Developed) 

・ ペンシルバニア州立大学が、3 次元のサンドイッチ構造を特徴とする、高電力密度と優れた充放
電効率を備えた高分子誘電材料を開発。 
・ ポリマーはその軽量性、スケーラビリティ、高絶縁耐力から輸送用エネルギー貯蔵に理想的とさ
れるが、現在ハイブリッド車や EV で使用される二軸延伸ポリプロピレン(BOPP)では、高温下の作動
に冷却装置が必須なため車輛重量やコストが増加。 
・ BOPP 等の 2 次元ポリマーフィルムでは、電界の強さである比誘電率が増加するとエネルギーを
熱として損失しやすくなる。そのため異なる材料を混合してこのような特性の均衡を試みたが、エネ
ルギー容量が向上した一方で電極からポリマーへの電荷注入により電流が発生する高温度下で材
料が損壊。 
・ 同大学はこの問題を上部・下部層が電極からの電荷注入を防止するサンドイッチ構造のナノ複合
材(SSN-x)を開発することで対処。上下外部層は、優れた絶縁体としてポリマーをマトリクスとした窒
化ホウ素ナノシートから構成。中央層はエネルギー・電力密度を向上させる高い比誘電率を有する
チタン酸バリウム（SSN-x の x はチタン酸バリウムナノ化合物の割合を示す）。高温度下、24 時間継
続動作で 30,000 超サイクル後、同材料に劣化は見られなかった。 
・ BOPP との比較では、同材料は 150℃で BOPP の通常の動作温度時と同等の充放電エネルギー
を有したが、エネルギー密度は BOPP の数倍。これによりエレクトロニクスのサイズと重量を低減す
る一方でシステム性能と安定性が向上するため、EV 等でのエネルギー貯蔵利用に最適。さらに高
価でかさばる冷却装置も不要となる。 
・ 次には企業等と協力して大規模かつ適正なコストでの同材料の生産の可能性を探る。 

URL:  
https://www.mri.psu.edu/mri/news/%E2%80%9Cideal%E2%80%9D-energy-storage-material-
electric-vehicles-developed  

(関連情報）  

      

PNAS掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Sandwich-structured polymer nanocomposites with high energy density and great charge–discharge 
efficiency at elevated temperatures 

URL:  http://www.pnas.org/content/early/2016/08/19/1603792113  

  

http://news.mit.edu/2016/lithium-metal-batteries-double-power-consumer-electronics-0817
http://news.mit.edu/2016/lithium-metal-batteries-double-power-consumer-electronics-0817
http://www.solidenergysystems.com/
https://www.mri.psu.edu/mri/news/%E2%80%9Cideal%E2%80%9D-energy-storage-material-electric-vehicles-developed
https://www.mri.psu.edu/mri/news/%E2%80%9Cideal%E2%80%9D-energy-storage-material-electric-vehicles-developed
http://www.pnas.org/content/early/2016/08/19/1603792113


7 

 

26-14 

ｱﾒﾘｶ合衆国・ｵ
ﾊｲｵ州立大学 

    2016/8/23 

充電毎分に長距離を運転できる EV の新技術 
(New technology may give electric car drivers more miles per minute of charging) 

・ オハイオ州立大学が、蓄電池不使用時の放電を防止し、急速充電を可能にさせるプラスチック製
の薄膜を開発。 
・ 現在最高水準のハイブリッド車や EV の蓄電池の性能を分析した結果、充電 1 分間当たりの走行
距離の限界が 0.4 マイルであることを発見。同大学は従来型の蓄電池での電荷の貯蔵方法がその
原因であると考える。 
・ 一般的なリチウムイオン蓄電池のような蓄電池では、分離膜(セパレータ）が物理的に正負極間を
隔てるが、それらの電極間の電荷の漏れを完全に防止できず、自己放電や、最悪の場合には熱暴
走が起きてしまう。新開発の薄膜は、特殊設計したエレクトロニックコントロールユニット(ECU)との併
用により正負極間の電荷輸送を防止し、熱暴走を開始時点で回避する。 
・ 開閉により生物的機能を果たす身体の細胞膜に着想を得て、細胞壁の開口部が分子の電荷に
反応して膨張・縮小する原理を応用した同薄膜は、導電ポリマーとポリカーボネートフィルターを組み
合わせたもの。ポリカーボネート表面での導電ポリマー鎖の成長を制御して、最終的な膜の開口部
密度を調整した。 
・ 充放電時に導電ポリマーが収縮して孔を開き、蓄電池不使用時には膨張して孔を閉じる。研究室
の試験にて同膜はリチウム、硫黄、カリウムイオン蓄電池の充放電を安定して制御することを発見。
LED 照明に蓄電池を接続して特定のパターンで孔が開閉するようプログラムし、蓄電池の正常な機
能と電池不使用時の電荷損失ゼロを確認した。 
・ 同薄膜は従来の蓄電池で機能することを確認しているが、同大学は同技術の発明を「イオニック・
レドックス・トランジスタ」として、液体電解質にエネルギーを貯蔵し、ガソリンのように電解質を走行
目的によって充填する「レドックス・トランジスタ蓄電池」と呼ばれる新しい種類の高速充電・高出力
蓄電池の開発のベースとしたいと考えている。 

URL:  https://news.osu.edu/news/2016/08/23/battbrane/  

(関連情報）  

      

Energy & Environmental Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Ｉonic redox transistor from pore-spanning PPy(DBS) membranes 

URL:  http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2016/EE/C6EE01448H#!divAbstract  

【新エネルギー分野】  

26-15 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
国立再生可能
ｴﾈﾙｷﾞｰ研究
所(NREL) 

    2016/9/1 

NRELが各発電技術のコスト・パフォーマンスデータの最新ベースラインを発表 
(NREL Releases Updated Baseline of Cost and Performance Data for Electricity Generation 
Technologies) 

・ NREL が 2016 年版(発電)技術ベースライン(Annual Technology Baseline: ATB)を発表。2 度目の
発表となる今年度版は大規模再生可能エネルギーと従来型のエネルギー技術に加え、住宅用およ
び非住宅用屋根設置型 PVシステムを含む。 
・ 現実的かつ最新の技術コストのデータを一つにまとめて提供することは NREL の電力業界分析業
務の効率、一貫性、透明性向上のため非常に有益であるが、ATB を利用する他の団体も同様の利
便性を報告。 
・ ATBは DOEエネルギー効率・再生可能エネルギー局(EERE)の支援により、NRELの分析とこれま
で発表した種々のレポートからの情報と、エネルギー情報局(EIA)のデータを盛り込んだもの。ワーク
ブック資料は再生可能及び従来型技術のコストとパフォーマンスの現在の数値と予測値を詳述。概
要版は各技術の説明と、ワークブックにおける技術毎のデータの処理について追加的な情報を提
供。 
・ この刊行は、2015 年に NREL が導入した学術・研究機関やその他の団体による電力業界分析の
ロバスト性と比較可能性向上のための枠組みの一環。この枠組みには、異なる価格、政策、その他
の変数を基に米国の電力業界の趨勢の様々な可能な展開例を検討する、将来予測シナリオも含ま
れる。 

URL:  http://www.nrel.gov/news/press/2016/37734  

(関連情報）  

      

各資料へのリンクと 2016 版 ATB コストとパフォーマンス概要のページ 

Annual Technology Baseline and Standard Scenarios 

URL:  http://www.nrel.gov/analysis/data_tech_baseline.html  

  

https://news.osu.edu/news/2016/08/23/battbrane/
http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2016/EE/C6EE01448H#!divAbstract
http://www.nrel.gov/news/press/2016/37734
http://www.nrel.gov/analysis/data_tech_baseline.html
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【新エネルギー分野(風力発電)】  

26-16 

 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
国立再生可能
ｴﾈﾙｷﾞｰ研究
所(NREL) 

    2016/9/13 

風力エネルギー低コスト化の予測を調査が明かす 
(Survey Reveals Projections for Lower Wind Energy Costs) 

・ NREL が IEA 風力技術協力プログラム・タスク 26 参加者他と共同で実施した、世界有数の風力エ
ネルギー技術専門家への調査の結果を発表。風力の発電コストは 2030年までに 24～30%、2050年
には 35～41%低下すると予測。 
・ 調査結果は 163名の専門家より得た将来的な風力エネルギーのコスト削減の想定される規模、コ
ストが削減される要素、継続的なイノベーションと低コスト化実現を可能にする条件についての知見
を集約。対象となった 3 形態は、陸上風力、着床式および浮体式風力。 
・ 「最も妥当な」（または中央値）シナリオでは、全ての形態で 2014 年の基準値に対し、前出の数値
を予測。絶対的には洋上風力よりも陸上風力、浮体式よりも着床式風力が、依然として低コストであ
ると予想されるが、陸上風力と比べて洋上風力は均等化発電原価の削減額（と不確実性）がより大
きく、着床式と浮体式の差は縮小。さらに「低コスト」シナリオを推進する要素は、市場の成長と積極
的な研究開発と指摘。同時に、専門家の意見の隔たりやコスト削減が控えめかほぼ皆無の「高コス
ト」シナリオに表されるように、予測には相応の不確実性が存在。 
・専門家は、風力発電事業の初期費用の著しい低下と設備利用率により示される運転実績の継続
的な向上に加えて、運転コストの低減、タービンの長寿命化、資本調達費用の低下に期待。これら
の実現には、タービンの大型化が進む見込み。 

URL:  http://www.nrel.gov/news/press/2016/37738  

(関連情報）  

      

Nature Energy 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Expert elicitation survey on future wind energy costs 

URL:  http://www.nature.com/articles/nenergy2016135.pdf 

【新エネルギー分野(燃料電池・水素)】  

26-17 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ヴァンダービル

ト大学 

    2016/8/8 

ナノテクで燃料電池をブースト 
(Using nanotechnology to give fuel cells more oomph) 

・ ヴァンダービルト大学が、北米日産会社とジョージア工科大学と共同で、 先般発表された燃料電
池(FC)性能と耐久性及び水素貯蔵技術の進展を目的とする DOE の 1,300 万ドルのプログラム下に
おいて、FC の従来電極を代替するナノファイバーマット電極を開発。 
・ 同電極は従来に比してより安価で耐久性に優れ、発電出力が 30%向上。 同技術はヴァンダービ
ルト大学が特許を取得し、独・Merck KGaA にライセンスを供与。 
・ 新電極は、電界紡糸法で作製した絡み合ったポリマー繊維から構成されるマット状で、触媒粒子
は炭素繊維に付着している。炭素繊維の極微小な直径で FC 作動中の水素と酸素が反応するため
の触媒の大きな表面積を確保。さらに、 同電極の炭素繊維間の孔が排水を促進。より少ない白金
量で FC の出力を向上させた。 
・ 一方、ジョージア工科大学は、白金とニッケルナノ粒子を正八角形に成形する方法を開発。酸素
還元触媒として現在商業使用されている白金の黒粉に比して、白金-ニッケル粒子は理論的により
効果的とされている。 
・ 研究チームは同ナノ粒子触媒を含んだナノファイバーマット電極を作製し、実際の作動条件下で
性能を評価する予定。 
・ またオークリッジ国立研究所(ORNL)を始めとする複数の研究所と共同で、ナノファイバーマット電
極による FC 性能向上の原因の科学的な解明を目指す。 

URL:  
http://news.vanderbilt.edu/2016/08/using-nanotechnology-to-give-fuel-cells-more-
oomph/  

(関連情報）  

      

DOE が燃料電池の性能と耐久性の向上および水素貯蔵技術の進展に 1,300 万ドルの資金提供を
発表 （海外技術情報 263 号掲載 情報管理番号 263-20) 

Energy Department Announces $13 Million to Advance Fuel Cell Performance and Durability and 
Hydrogen Storage Technologies  

URL:  
http://energy.gov/eere/articles/energy-department-announces-13-million-advance-fuel-
cell-performance-and-durability  

  

http://www.nrel.gov/news/press/2016/37738
http://news.vanderbilt.edu/2016/08/using-nanotechnology-to-give-fuel-cells-more-oomph/
http://news.vanderbilt.edu/2016/08/using-nanotechnology-to-give-fuel-cells-more-oomph/
http://energy.gov/eere/articles/energy-department-announces-13-million-advance-fuel-cell-performance-and-durability
http://energy.gov/eere/articles/energy-department-announces-13-million-advance-fuel-cell-performance-and-durability
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【政策】  

26-18 

ｱﾒﾘｶ合衆国・ｴ
ﾈﾙｷﾞｰ省(DOE) 

    2016/9/9 

米国エネルギー長官と内務長官が洋上風力発電の普及を推進する新戦略を発表 
(Energy Secretary Moniz and Interior Secretary Jewell Announce New National Offshore Wind 
Strategy to Drive Deployment) 

・ DOE と DOI が、国内の洋上風力発電開発を引き続き加速することを目的とした共同戦略計画
「National Offshore Wind Strategy: Facilitating the Development of the Offshore Wind Industry in the 
United States」を発表。 
・ 本戦略は 2050 年までに米国内の洋上風力発電容量を 86GW とすることを目指しており、現状の
詳細な説明と、普及コストの低減に必要なアクションおよびイノベーションを記述したもので、同産業
の成長と成功に向けたロードマップを提供。 
・ 本発表の数週間前に、米国初の商用洋上ウィンドファーム(30MW)がロードアイランド州 Block 
Island 沖に完成。 
・ 同戦略では、風力発電産業が直面する重要課題と、それに対処するために両省が今後 5 年間で
行うべき 30 超の具体的なアクションを特定。同アクションは、技術的コストとリスクの低減、効果的な
管理業務の支援、洋上風力発電に対する投資市況の改善の 3 戦略分野に分類。 
・ 両省は、2011 年に洋上風力発電戦略を初めて共同で発表。DOE はそれ以降、同発電の最先端
実証プロジェクト 3 件および関連技術の研究開発に対し、約 2 億ドルを提供している。 

URL:  
http://www.energy.gov/articles/energy-secretary-moniz-and-interior-secretary-jewell-
announce-new-national-offshore-wind  

(関連情報）  

      

DOE・EERE ウェブサイト内の同戦略文書の紹介ページ（PDF84頁・全文をダウンロード可能） 

National Offshore Wind Strategy: Facilitating the Development of the Offshore Wind Industry in the 
United States 

URL:  
http://www.energy.gov/eere/wind/downloads/national-offshore-wind-strategy-facilitating-
development-offshore-wind-industry  

26-19 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
DOE・ｴﾈﾙｷﾞｰ
高等研究計画
局(ARPA-E) 

    2016/9/13 

エネルギーの貯蔵・変換を変革する新規プロジェクト 16 件を DOEが発表 
(Department of Energy Announces 16 New Projects to Transform Energy Storage and Conversion) 

・ ARPA-Eが、新プログラム「Integration and Optimization of Novel Ion-Conducting Solids (IONICS)」
の一環として、革新的な新規プロジェクト 16 件に対し 3,700 万ドルを資金提供することを発表。同プ
ログラムは、固体イオン伝導体を用いて作製した高性能部品の処理・統合によるデバイス化に注力
し、その商業的普及の加速を目指す。 
・ 採択されたプロジェクトが取り組むのは、特に輸送用蓄電池、グリッドレベル貯蔵、燃料電池の 3
カテゴリーにおけるエネルギー貯蔵・変換技術の改善。 
・ 採択プロジェクトでは新材料や新プロセスを利用して、蓄電池のエネルギー容量を増大するととも
に短絡や性能劣化を防止する。白金等の高コスト材料ではなく一般的な金属を触媒として用いる手
法の開発による、燃料電池部品の大幅なコスト低減にも期待。 
・ 各プロジェクトの概要は、関連資料を参照のこと。 

URL:  
https://arpa-e.energy.gov/?q=news-item/department-energy-announces-16-new-
projects-transform-energy-storage-and-conversion  

(関連情報）  

      

IONICS プログラムの詳細 

IONICS: Integration and Optimization of Novel Ion-Conducting Solids 

URL:  https://arpa-e.energy.gov/arpa-e-programs/ionics  

(関連情報）  

      

採択プロジェクトの概要 

Integration and Optimization of Novel Ion-Conducting Solids (IONICS) 
Project Descriptions 

URL:  
https://arpa-
e.energy.gov/sites/default/files/documents/files/IONICS_Project%20Descriptions_FINAL.pdf  

  

http://www.energy.gov/articles/energy-secretary-moniz-and-interior-secretary-jewell-announce-new-national-offshore-wind
http://www.energy.gov/articles/energy-secretary-moniz-and-interior-secretary-jewell-announce-new-national-offshore-wind
http://www.energy.gov/eere/wind/downloads/national-offshore-wind-strategy-facilitating-development-offshore-wind-industry
http://www.energy.gov/eere/wind/downloads/national-offshore-wind-strategy-facilitating-development-offshore-wind-industry
https://arpa-e.energy.gov/?q=news-item/department-energy-announces-16-new-projects-transform-energy-storage-and-conversion
https://arpa-e.energy.gov/?q=news-item/department-energy-announces-16-new-projects-transform-energy-storage-and-conversion
https://arpa-e.energy.gov/arpa-e-programs/ionics
https://arpa-e.energy.gov/sites/default/files/documents/files/IONICS_Project%20Descriptions_FINAL.pdf
https://arpa-e.energy.gov/sites/default/files/documents/files/IONICS_Project%20Descriptions_FINAL.pdf
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26-20 

 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
DOE・ｴﾈﾙｷﾞｰ
効率･再生可
能ｴﾈﾙｷﾞｰ局

(EERE) 

    2016/9/14 

太陽光発電に関する革新的プロジェクトと技術進展に対し DOEが最大 1 億 700 万ドルの資金提供
を発表 
(Energy Department Announces Up to $107 Million for Innovative Projects and New Funding to 
Advance Solar Technologies) 

・ DOEが、PVの性能、信頼性、製造可能性の向上と市場へのさらなる浸透を可能にする 40件のプ
ロジェクトに合計 4,200万ドルを提供することを発表。これに加え、DOEは太陽エネルギーのコスト低
減およびその広範な普及促進を維持するため、将来の研究開発プロジェクトに対して最大 6,500 万
ドルを提供予定。本資金提供の総額は最大 1 億 700 万ドルに上る。 
・ 今回の資金提供は、EERE の SunShot イニシアティブ下の複数のプログラムにまたがるもの。内
訳は、「PV Research and Development」プログラムが 19 プロジェクト・1,700 万ドル、「Technology to 
Market」プログラムが 21 プロジェクト・2,500 万ドル。さらにこれらの 2 プログラムおよび「Systems 
Integration」プログラムにおけるプロジェクトに対する追加資金として、それぞれ最大で 2,500万ドル、
3,000 万ドル、1,000 万ドルを提供する計画。 
・ 採択プロジェクトの概要は、関連資料を参考のこと。 

URL:  
http://energy.gov/eere/articles/energy-department-announces-107-million-innovative-
projects-and-new-funding-advance  

(関連情報）  

      

PV Research and Development Program 採択プロジェクトの概要 

Photovoltaic Research and Development (PVRD) 

URL:  http://energy.gov/eere/sunshot/photovoltaic-research-and-development-pvrd  

(関連情報）  

      

Technology to Market Program 採択プロジェクトの概要 

Technology to Market 2: Incubator 11, SolarMat 4 (T2M2) 

URL:  http://energy.gov/eere/sunshot/technology-market-2-incubator-11-solarmat-4-t2m2  

26-21 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
DOE・ｴﾈﾙｷﾞｰ
効率･再生可
能ｴﾈﾙｷﾞｰ局

(EERE) 

    2016/9/15 

DOEが太陽光発電モジュール材料の改良に 3 千万ドルを提供し活動を開始 
(Energy Department Launches Up to $30 Million Effort to Improve Solar Module Materials) 

・ DOEが、新たな Energy Materials Network (EMN)コンソーシアムである「Durable Module Materials 
(DuraMat) National Lab Consortium」の設立を発表。NREL が主導する同コンソーシアムは、太陽光
発電による電力のコスト低下と使用現場での耐用年数向上を目的として、PV モジュール向けの新し
い高性能材料の開発・普及を加速。 
・ 同コンソーシアムには、DOE の SunShot イニシアティブから 3 千万ドルが 5 年間にわたり提供さ
れる見込み。NRELを含む 4国立研究所の専門知識と研究能力を活用して革新的なモジュール部材
の新材料を開発するとともに、官学と連携した材料改善プロジェクトも実施予定。 
・ EMN は、クリーンエネルギー技術の幅広い商業化を阻害する一要因である先端材料の設計・試
験・生産に取り組む。DuraMat 以外に既に 3 コンソーシアムが発足しており、2017 年度にはさらに 3
コンソーシアムを立ち上げ予定。 

URL:  
http://energy.gov/eere/articles/energy-department-launches-30-million-effort-improve-
solar-module-materials  

(関連情報）  

      

EMN のウェブサイト 

Energy Materials Network 

URL:  http://energy.gov/eere/energy-materials-network/energy-materials-network  
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