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27-1 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ラトガース大

学 

    2016/9/1 

ラトガース大学エンジニアらが電子レンジで高品質なグラフェンを作製 
(Rutgers Engineers Use Microwaves to Produce High-Quality Graphene) 

・ ラトガース大学が、電子レンジで高品質のグラフェンを作製するシンプルな方法を開発。 
・ グラフェンを大量に作製するには、化学薬品を使用してグラファイトからグラフェン層を剥離する方
法が最も容易であるが、酸素との副反応で導電性を持たない酸化グラフェンが形成されてしまう。 
・ このような酸化がグラフェン本来の原子構造を歪めてその特性を劣化させるため、酸化グラフェン
から酸素を取り除いて高品質グラフェンを得ることは過去 20 年の間科学コミュニティーにおける主要
な課題であった。 
・ 同大学は、剥離方法で作製してできた酸化グラフェンを、米国の一般家庭に普及している 1,000Ｗ
の電子レンジで 1 秒間焼くことで、酸素を取り除けることを発見した。 

URL:  
http://news.rutgers.edu/news/rutgers-engineers-use-microwaves-produce-high-quality-gra
phene/20160901#.V85iGxJn2x4  

(関連情報）  

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

High-quality graphene via microwave reduction of solution-exfoliated graphene oxide 

URL:  http://science.sciencemag.org/content/early/2016/08/31/science.aah3398  

  

 

《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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27-2 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ウィスコンシン
大学マディソ

ン校 

    2016/9/2 

カーボンナノチューブトランジスタが初めてシリコンの性能を超える 
(For first time, carbon nanotube transistors outperform silicon) 

・ ウィスコンシン大学マディソン校が、最先端のシリコントランジスタ性能を上回る、カーボンナノチュ
ーブ(CNT)トランジスタを開発。 
・ 同 CNT トランジスタでは、シリコントランジスタの 1.9 倍高い電流を達成。このブレイクスルーは、ロ
ジック、高速通信や他の半導体電子技術におけるCNT活用に向けた重要な進展。特に小面積に多量
の電流を必要とするワイヤレス通信技術での利用が期待できる。 
・ CNT トランジスタはシリコントランジスタに比して 5 倍高速、つまりエネルギー消費が 1/5 であること
を単一ナノチューブ測定から予測。ナノチューブの超微細サイズが電流信号の急速な切り替えを可能
にし、ワイヤレス通信デバイスの帯域幅での大幅なゲインが期待できる。 
・ 金属性ナノチューブ不純物が銅ワイヤのように作用してその半導体特性を損なわせるため、高純
度の CNT の分離が課題であった。同大学はポリマーを利用して選択的に半導体ナノチューブを振り
分け、超高純度の半導体 CNT の溶液を作製。ほぼすべての金属性ナノチューブを取り除ける(全体で
0.01%を下回る)特殊な条件を特定。 
・ また、ウェハーに組み込む際のナノチューブの配置と配列の制御も困難であったが、同大学が 2014
年に開発した「floating evaporative self-assembly」技術で解決。 
・ さらに、半導体ナノチューブの分離に利用したポリマーが、ナノチューブと電極間で絶縁層として作
用し、この層を真空オーブンで「焼いて」除去することでトランジスタ電極との優良な電気コンタクトを実
現。 
・ 今後の研究ではシリコントランジスタの形状に合うようCNTトランジスタを調整し、高性能なラジオ周
波数増幅器の開発も予定。今回の 1インチ四方ウェハーへの積層プロセスに続き、商業生産プロセス
へのスケールアップを目指す。 
・ 同技術は Wisconsin Alumni Reserach Foundation を通じ特許出願済み。 

URL:  http://news.wisc.edu/for-first-time-carbon-nanotube-transistors-outperform-silicon/  

(関連情報）  

      

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

Quasi-ballistic carbon nanotube array transistors with current density exceeding Si and GaAs 

URL:  http://advances.sciencemag.org/content/2/9/e1601240  

27-3 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ウィスコンシン
大学マディソ

ン校 

    2016/9/6 

新しいコンピュータチップ製造技術が限られたウェハースペースを拡張する 
(New computer chip manufacturing method squeezes more onto limited wafer space) 

・ ウィスコンシン大学マディソン校がシカゴ大学と共同で、誘導自己組織化(directed self-assembly: 
DSA)技術を用いるシンプル、より低コストで再現性のあるリソグラフィー技術を開発。 
・ DSA 技術は回路パターンの密度を増加させる大規模なナノパターニング技術で、次世代半導体エ
レクトロニクスに必要とされる超微細な電子回路パターンの作製を可能にする技術として開発されて
いる。同大学らが今回開発した DSA技術は、リソグラフィーとプラズマエッチングのみで構成。 
・ 同技術の初の実証では、電子線リソグラフィーと中等度のプラズマエッチングでゲルマニウムウェ
ハーにグラフェンで縞模様をパターニングし、一般的なブロック共重合体であるポリスチレンポリメチル
メタクリレート(polystyrene-block-Poly (methyl methacrylate))でスピンコート。その後の加熱により、ポ
リマーは 10 分間でほとんど欠陥無く完全に自己組織化（従来の化学的手法では 30 分かかる）。この
ような急速な組織化は、ゲルマニウムとグラフェンの滑らかで硬い結晶表面に起因すると考えられる。 
・ 同技術は密度倍増(density multiplication)現象を活用したもの。ブロック共重合体の配向を導くまば
らなパターンを持つ大型のマスターテンプレートを電子線リソグラフィーで作り、そのテンプレートの解
像度が向上するように共重合体を自己組織化させる。従来最高の密度倍増は 4倍であるところ、今回
は 10 倍。 
・ 縞模様の他に、急激な 90°の曲げ等のより複雑で不規則なパターン作製も可能。大量生産にも対
応可能な同技術は、Wisconsin Alumni Research Foundation を通して特許出願中。 

URL:  
http://news.wisc.edu/new-computer-chip-manufacturing-method-squeezes-more-onto-limit
ed-wafer-space/  

(関連情報）  

      

Scientific Reports 掲載論文(フルテキスト） 

Directed self-assembly of block copolymer films on atomically-thin graphene chemical patterns 

URL:  http://www.nature.com/articles/srep31407  

  

http://news.wisc.edu/for-first-time-carbon-nanotube-transistors-outperform-silicon/
http://advances.sciencemag.org/content/2/9/e1601240
http://news.wisc.edu/new-computer-chip-manufacturing-method-squeezes-more-onto-limited-wafer-space/
http://news.wisc.edu/new-computer-chip-manufacturing-method-squeezes-more-onto-limited-wafer-space/
http://www.nature.com/articles/srep31407
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27-4 

ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・ヘルムホ
ルツ協会ドイ
ツ電子シンク
ロトロン研究
所(DESY) 

    2016/9/13 

カスタムメイド（特注）の磁気センサ 
(Magnetic sensors custom made) 

・ DESY が多層センサシステムの磁気抵抗特性を制御できる手法を開発。これにより、個々の各磁気
層のスタックが切り替わるときに磁界強度を正確かつ柔軟に調整でき、個々の層の磁化の優先方向
（いわゆる“容易軸”）を、あらゆる所望の方向にすることが可能。 
・ 特別に設計された真空マシンで多層システムを製造。生成されたスタックの各層の磁気特性を正確
に計測するために DESY のシンクロトロン放射光源 PETRA III の P01 ビームラインにて実験を行い、
入射角斜め蒸着（OID）が複合体と極めて高い精度で広範な多層スタックに生成される新しい磁化構
造を任意に許容することを実証。 
・ これまではセンサに適合するようアプリケーションを調整する必要があったが、本手法により対象と
するアプリケーションに適合するようセンサをカスタマイズすることが可能。この方法に関しすでに特許
出願済み。産業パートナーとの共同事業においてその商業的可能性の実証を希望。 

URL:  http://www.desy.de/news/news_search/index_eng.html?openDirectAnchor=1099  

(関連情報）  

      

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

Spin-Structured Multilayers: A New Class of Materials for Precision Spintronics 

URL:  
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.201603191/abstract;jsessionid=1E2EA80E83
ED0C8EDEC9455411ECBA65.f03t04  

【電子・情報通信分野】  
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ニューヨーク
ポリテクニック

大学 

    2016/8/23 

サイバーセキュリティ研究者らが破壊工作を検査するチップを設計 
（Cybersecurity Researchers Design a Chip that Checks for Sabotage） 

・ ニューヨークポリテクニック大学が、演算の正確性を証明する内蔵モジュールとその内蔵モジュール
の証明を認証する外部モジュールの両方を備えるチップを開発中。 
・ 現在、製造コストを抑えるために海外のファウンドリでチップが製造されるようになったが、トロイの
木馬のようなマルウェアが埋め込まれる危険性等チップのセキュリティ確保が困難となっている。 
・ 同大学が提案するシステムでは、信頼できるファウンドリがチップとは別に認証用プロセッサを製造
し、信頼できないファウンドリが回路演算や正確性の証明を示すモジュールを持つチップを製造する。
その後、信頼できるファウンドリが、信頼性に欠けるチップの内部モジュールが生成する正確性の証
明を認証する ASIC (特定用途向け集積回路)モジュールを製造する。 
・ これは、チップのパフォーマンスを監視して、マルウェアの兆候を見分ける Verifiable Computing 
(VC)と呼ばれるアプローチの一例。チップへの新しいインプットに対してアウトプットとその正確性の証
明が示され、外部モジュールがこの証明を継続的に認証するため、海外ファウンドリ製造のチップを信
頼する必要がない。 
・ また、海外ファウンドリで製造されるチップは、信頼できる ASIC に比してより小型、高速、エネルギ
ー高効率なため、このような VC 設定では、証明を生成するのに必要な時間、エネルギー、チップ領域
を低減する可能性あり。 
・ 次には、システムにかかる証明の生成と認証の費用と、証明チップと認証チップ間の通信に必要な
周波数帯域の費用の低減を目指す。また、シリコンチップで本構想のプロトタイプの作成も計画中。 

URL:  
http://engineering.nyu.edu/press-releases/2016/08/23/cybersecurity-researchers-design-c
hip-checks-sabotage  

(関連情報）  

      

IEEE Symposium on Security and Privacy での Distinguished Student Paper Award 受賞論文(フルテキ
スト） 

Verifiable ASICs 

URL:  https://eprint.iacr.org/2015/1243.pdf  

  

http://www.desy.de/news/news_search/index_eng.html?openDirectAnchor=1099
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.201603191/abstract;jsessionid=1E2EA80E83ED0C8EDEC9455411ECBA65.f03t04
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.201603191/abstract;jsessionid=1E2EA80E83ED0C8EDEC9455411ECBA65.f03t04
http://engineering.nyu.edu/press-releases/2016/08/23/cybersecurity-researchers-design-chip-checks-sabotage
http://engineering.nyu.edu/press-releases/2016/08/23/cybersecurity-researchers-design-chip-checks-sabotage
https://eprint.iacr.org/2015/1243.pdf
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27-6 
ｱﾒﾘｶ合衆国・
アイオワ州立

大学 

    2016/9/1 

アイオワ州立大エンジニアらが印刷したグラフェンをレーザー処理してペーパーエレクトロニクスやデ
バイスの実現を可能に 
(Iowa State engineers treat printed graphene with lasers to enable paper electronics, devices) 

・ アイオワ州立大学が、インクジェット印刷したグラフェン電子回路でプラスチックや紙等の印刷表面
を損なうことなく処理する、コンピュータ制御によるパルスレーザープロセス技術を開発。 
・ インクジェット印刷した多層グラフェン電子回路や電極は、フレキシブルでウェアラブルな低コストの
エレクトロニクスでの活用が見込まれるが、グラフェン印刷後、その導電性とデバイス機能向上のため
高温度や化学薬品を用いた処理を行うことでプラスチックや紙等の印刷表面が劣化してしまう。 
・ 新たなレーザー処理技術では、選択的に印刷されたグラフェンを照射することで、インクのバインダ
を除去。酸化グラフェンがグラフェンに還元され、導電性が千倍超向上する。 
・ また、このような限られた部分のレーザー処理が印刷されたグラフェンの形状と構造を平面から 3D
ナノ構造に変換。粗く隆起した構造がグラフェンの電気化学的反応性を向上させ、同グラフェンを化学
・バイオセンサーで有用なものにする。 
・ グラフェン回路搭載の紙ベースエレクトロニクスに加え、センサー、バイオセンサー、燃料電池や医
療用デバイス等様々なアプリケーションで使える、低コストで使い捨てのグラフェンベース電気化学電
極開発の可能性が期待。 

URL:  http://www.news.iastate.edu/news/2016/09/01/paperelectronics  

 
(関連情報）  

      

Nanoscale 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

3D nanostructured inkjet printed graphene via UV-pulsed laser irradiation enables paper-based 
electronics and electrochemical devices 

URL:  http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2016/NR/C6NR04310K#!divAbstract  

27-7 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾉｰｽｶﾛﾗｲﾅ州
立大学(NC 

State) 

    2016/9/12 

軽量なウェアラブル技術の効率性で体熱を電気に変換 
(Lightweight, Wearable Tech Efficiently Converts Body Heat to Electricity) 

・ NC State が、身体の熱を捕獲して、ウェアラブルエレクトロニクスで使用できる電気に変換する技術
を開発。 
・ ウェアラブルな熱電発電器(TEGs)は身体と環境の温度差を利用して発電するが、従来のアプロー
チでは重くてかさ張るヒートシンクを使用して、1μW/㎠のみの発電。今回開発技術では、最高で 20μ
W/㎠を発電し、軽量で身体の形状に沿って快適に利用できる。 
・ 同技術では、皮膚に接する熱電材料層が熱を拡散し、その上部のポリマー層が外気への熱の逃避
を防止。電気に変換されなかった熱は中央に配置された 1 ㎠の TEG を経由して熱電材料層へと移動
し、急速に熱を拡散する。 
・ 同システムは全体が僅か 2mmと薄く、フレキシブル。プロトタイプの TEGは 1㎠であるが、デバイス
の電力需要に応じて容易に拡張できる。 
・ また、熱を捕獲する最適な場所が上腕部であることも発見。 
・ 同 TEGを Tシャツに取り入れたところ、6μW/㎠を、着用者走行中では 16μW/㎠を発電することを発
見。 
・ 心臓の健康状態を追跡するデバイスや、ぜんそく発作防止や予測のための身体・環境変数モニタ
ーデバイス等の長期ヘルスモニタリングで利用するウェアラブル技術開発が目標。 

URL:  https://news.ncsu.edu/2016/09/wearable-teg-heat-harvesting-2016/  

 
(関連情報）  

      

Applied Energy 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Wearable thermoelectric generators for human body heat harvesting 

URL:  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261916312594  

  

http://www.news.iastate.edu/news/2016/09/01/paperelectronics
http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2016/NR/C6NR04310K#!divAbstract
https://news.ncsu.edu/2016/09/wearable-teg-heat-harvesting-2016/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261916312594
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27-8 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾉｰｽｶﾛﾗｲﾅ州
立大学(NC 

State) 

    2016/9/20 

リコンフィギュラブルなカオスマイクロチップがムーアの法則の解決策を提案 
(Reconfigurable Chaos-based Microchips Offer Possible Solution to Moore’s Law) 

・ NC Stateが、少数のトランジスタでコンピュータチップに多様な機能を可能にするノンリニアなカオス
集積回路(IC)を新たに開発。 
・ 同 IC は既存の製造プロセスで製造が可能。より少数の電子回路とトランジスタでより多くを実行す
る新たなコンピュータアーキテクチャにつながる可能性が期待。 
・ トランジスタのサイズの縮小によるムーアの法則の課題への対処の継続が難しくなっており、半導
体産業ではより優れたコンピュータチップ製造の新しい方法を模索中。 
・ 同大学は、システム自体のノンリニアリティーを利用してトランジスタ回路が様々なタスクを実行でき
るようプログラムすること（カオス理論）を提案。極単純なノンリニアトランジスタ回路は膨大なパターン
を有する。システムのノンリニアなダイナミクス内に様々な機能に相当する様々なパターンが共存し、
それらは選択可能。 
・ 特定の機能に対応するトランジスタ回路が決まっているこれまでの設計とは異なり、新設計回路は
様々なオペレーションと機能に急速に変化・再構築して多様なデジタル機能を各クロック周期で実行
するようプログラムできる。 
・ 本設計の要はアナログなノンリニア回路ではあるが、インターフェースは完全にデジタルで、他のデ
ジタルシステムに容易に接続できる完全に変容可能なデジタル回路として作動。 
・ 数か月以内に商用レベルの達成を見込む。 

URL:  https://news.ncsu.edu/2016/09/kia-mooreslaw/  

 
(関連情報）  

      

IEEE Transactions on Circuits and Systems II 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

An Integrated Circuit Design for a Dynamics-Based Reconfigurable Logic Block 

URL:  http://ieeexplore.ieee.org/document/7571173/  

27-9 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾛｰﾚﾝｽﾊﾞｰｸﾚ
ｰ国立研究所

(LBNL) 

    2016/10/6 

これまでで最も小さいトランジスタを作製 
(Smallest. Transistor. Ever.)                                      

・ LBNL が、カーボンナノチューブ(CNT)と二硫化モリブデン(MoS2)を用いてゲート長わずか 1nm のト
ランジスタを作製。従来型半導体で限界とされてきたゲート長 5nm を下回り、世界最小。 
・ 本研究では、半導体材料としてシリコンの代わりに MoS2 を使用することで、トンネリング現象により
ソースからドレインへ電子が移動してしまう問題を解決。シリコンに比して MoS2 内を流れる電子は重
いため、より小さなゲート長で電子の流れを制御可能。また、MoS2は原子厚シート（厚さ約 0.65nm）化
が可能で、誘電率も低い。これらの特性と電子自体の質量によって、ゲート長を 1nm まで短縮した場
合でもトランジスタ内部の電流制御性が向上。なお、ゲートは CNT 製。 
・ 本研究は概念実証段階。今後の主な課題は、チップへの搭載と、寄生抵抗を低減する自己整合的
な製造方法の開発。 

URL:  http://newscenter.lbl.gov/2016/10/06/smallest-transistor-1-nm-gate/  

 
(関連情報）  

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

MoS2 transistors with 1-nanometer gate lengths 

URL:  http://science.sciencemag.org/content/354/6308/99  

【ロボット・AI技術分野】  

27-10 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ大学 

    2016/8/24 

初の完全に柔らかい自律型ロボット 
(The first autonomous, entirely soft robot )                            

・ ハーバード大学が、3D 印刷・機械工学・マイクロ流体工学の専門知識を結集して、初の自律型で完
全に柔らかいロボット「octobot」を実証。 
・ 電力システムと制御システムを必要とする従来のソフトロボットは、基板外システムにつながれてい
るか硬い部品を搭載しているかのいずれかであった。 
・ octobot は、本体に必要な各機能部品（燃料貯蔵部・動力・アクチュエーション等）を 3D 印刷にて装
備。動力源は空気圧で、ロボットの内側で少量の液体燃料（過酸化水素）を大量の気体に変え、この
気体がアーム部に流れ込み風船のように膨らませる仕組み。マイクロ流体工学の論理回路を応用し
て、過酸化水素がロボット内で気体に分解されるタイミングを制御可能。 
・ 3 つの製作方法（ソフトリソグラフィー・造形・3D 印刷）を組み合わせるシンプルな組立手法を基に、
さらに複雑な動作（這う・泳ぐ・環境と相互作用する等）が可能なロボットの設計を目指す。 

URL:  http://news.harvard.edu/gazette/story/2016/08/the-first-autonomous-entirely-soft-robot/  

(関連情報）  

      

Nature 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

An integrated design and fabrication strategy for entirely soft, autonomous robots 

URL:  http://www.nature.com/nature/journal/v536/n7617/abs/nature19100.html?lang=en  

  

https://news.ncsu.edu/2016/09/kia-mooreslaw/
http://ieeexplore.ieee.org/document/7571173/
http://newscenter.lbl.gov/2016/10/06/smallest-transistor-1-nm-gate/
http://science.sciencemag.org/content/354/6308/99
http://news.harvard.edu/gazette/story/2016/08/the-first-autonomous-entirely-soft-robot/
http://www.nature.com/nature/journal/v536/n7617/abs/nature19100.html?lang=en
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27-11 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
カリフォルニ
ア大学バーク
レー校(UCB) 

    2016/8/30 

UC バークレーが Center for Human-Compatible Artificial Intelligence を設立 
(UC Berkeley launches Center for Human-Compatible Artificial Intelligence) 

・  UC バークレー、人工知能 (AI)専門家である Stuart Russe ｌ ｌ教授が率いる Center for 
Human-Compatible Artificial Intelligence が新たに設立。 
・ 同教授は AI分野では標準的な文献とされる「Artificial Intelligence: A Modern Approach」の著者。 
・ 人間に対する AI システムの有益性を確立することを主要な目的とし、ロボットが人間の挙動を観察
しながら人間の価値観を学習する「逆強化学習(inverse reinformcement learning)が研究対象の一つ
（例：毎朝ベッドから這い出してコーヒーを淹れる人間の行動を観察して、一日のその時間において人
間がコーヒーに付与する価値を学習）。 
・ 人間の価値観の個人差や、それらの実践における不完全性により、人間が真に欲することの理解
の試みや異なる個個人の相反する欲求への対応がロボットの課題となるため、決して容易とは言えな
いタスクである。 
・ ただし、ロボットが最適化する価値観を解明していくこのようなプロセスは、人間としての理想的な在
り方を明らかにするものであるとも考えられる。 

URL:  http://news.berkeley.edu/2016/08/29/center-for-human-compatible-artificial-intelligence/  

【環境・省資源分野】  

27-12 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ｻﾝﾃﾞｨｱ国立
研究所(SNL) 

    2016/9/7 

泡膜で CO2 を捉える 
(Blowing bubbles to catch carbon dioxide) 

・ SNLとニューメキシコ大学(UNM)が泡状の膜で石炭・ガス火力発電プラントから排出されるCO2を捕
集する強力な新方法、CO2 Memzyme を開発。DOEは 2025 年までに排出 CO2 の 90%を 1 トン当たり
40ドルで捕集することを目標としており、同技術はこの目標を実際に達成した初めてのCO2分離回収
技術。本年すでに特許を取得。 
・ 同技術はまだ初期段階にあるが、ラボスケールの試験結果を元に同技術を石炭火力発電プラント
1 基に適用すると、1 年間で 6,300 万本を植樹して 10 年間育てる事に匹敵する程の CO2 の放出を回
避可能。また今日市販されているどの分離膜と比べても排ガスの透過速度は 100 倍速く、排ガスの主
な組成物である窒素に対する CO2 の選択性は 10～100 倍高い。 
・ 気体の分離は膜が薄い程速く進行。また CO2 の拡散速度は空気中において最も速く、固体では遅
い。研究チームは石鹸の泡(人間の毛髪の 1/200の薄さ)よりもさらに 1/10の薄さの液体膜をシリカベ
ースの膜担体に固定。比較的厚い疎水性の層と薄い親水性の層を組み合わせることで、液体膜が破
裂や流出しないよう保護するナノ細孔を作製。液体膜に炭酸脱水酵素を充填すると、窒素や酸素等
の他の気体とは反応せず、CO2 が水に溶解する速度が 1 千万倍に。この膜の特異な構造から、酵素
は酵素を水中でのみ使用する競合技術の 50 倍の濃度でも溶存し活性を維持。ナノ細孔内部の酵素
は 140℉(60℃)でも数ヶ月間効率が持続。 
・ SNLとUNMは同技術の成熟に向け提携先を募集中。製膜プロセスはいずれの工程もスケールアッ
プ可能だが、大型発電プラント用の分離膜作製にはプロセスの最適化が必要。好熱菌由来の酵素と
いった一般的な形状の酵素よりも安定な代替物も模索中で、精製メタン等他のガスを生成する酵素の
使用も想定。 
・ 同分離膜は、様々な産業で利用可能な純度 99%の CO2 を産出。米国の石油会社が石油増進回収
用途で 3,000 万トンの純粋な CO2を購入する他、CO2はバイオ燃料生産用の藻類への供給、化学産
業、炭酸飲料での利用が可能。 

URL:  https://share.sandia.gov/news/resources/news_releases/co2_bubbles/  

(関連情報）  

      

技術の概要 

Sandia’s Energy & Climate Program wins R&D 100 awards 

URL:  http://energy.sandia.gov/sandias-energy-climate-program-wins-four-rd-100-awards/  

  

http://news.berkeley.edu/2016/08/29/center-for-human-compatible-artificial-intelligence/
https://share.sandia.gov/news/resources/news_releases/co2_bubbles/
http://energy.sandia.gov/sandias-energy-climate-program-wins-four-rd-100-awards/
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【蓄電池・ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ分野】  

27-13 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ウォータール
ー大学 

    2016/8/26 

ウォータールー大学の化学者らが系統電力貯蔵用の安価で持続可能な蓄電池を開発 
(Waterloo chemists develop promising cheap, sustainable battery for grid energy storage ) 

・ ウォータールー大学が、リチウムイオン蓄電池の半額のコストで本質的に安全な亜鉛イオン蓄電池
を開発。 
・ 正極に柱状の酸化バナジウム、負極に安価な金属亜鉛を備える水性の電解質を用いたこの蓄電
池は、プラスに帯電した亜鉛イオンが金属亜鉛の負極で酸化され電解質を通り抜けて正極の酸化バ
ナジウムのナノシートの層の間に挿入されるインターカレーションと呼ばれる可逆過程により電気を生
成。電解質中の水は、亜鉛イオンの移動を促進するだけでなく、ナノシート間のスペースを膨張させて
亜鉛が入り込み易くする。電極材料のナノスケールの大きさと蓄電池の伝導性の高い水性電解質
が、サイクル寿命と反応時間を改善。 
・ 超低湿度やリチウムイオン蓄電池に必要な可燃性物質の取扱いといった特別な条件を必要としな
いため比較的安価に製造できるのが利点。1,000 サイクル以上で 80%の容量保持率を示し、推定エネ
ルギー密度は 450Wh/ℓを達成。 

URL:  https://uwaterloo.ca/news/news/waterloo-chemists-develop-promising-cheap-sustainable  

(関連情報）  

      

Nature Energy 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

A high-capacity and long-life aqueous rechargeable zinc battery using a metal oxide intercalation 
cathode 

URL:  http://www.nature.com/articles/nenergy2016119  

27-14 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
SLAC 国立加
速器研究所 

    2016/10/25 

SLACとスタンフォード大学が 21世紀の電力グリッド構築に向けた前例のない総合的アプローチ「Bits 
& Watts」を立ち上げ 
(SLAC, Stanford Launch ‘Bits & Watts,’ the First-of-its-kind Holistic Approach to Creating the 21st 
Century Electric Grid) 

・ SLAC とスタンフォード大学が、新イニシアティブ「Bits & Watts」を立ち上げ。大量の再生可能エネル
ギーを電力グリッドに組み入れる際に課題となるバランス維持と停電防止について、「スマート」テクノ
ロジーによる解決を目指す。 
・ この学際的イニシアティブは、技術面だけでなく市場構造、規制の枠組み、ビジネスモデル、価格決
定メカニズム等、グリッドを円滑に運用する上できわめて重要な事項も取り扱う。 
・ 本イニシアティブでは、クラウド経由で大量のデータを収集してグリッド運用者にリアルタイムのフィ
ードバックを提供。さらに2017年からは家庭や商業ビルのデータも統合してシミュレーションを実施し、
開発中のソフトウェア・ハードウェアを検証する計画。開発されたグリッド関連ソフトウェアは、全てオー
プンソースで公開予定。 
・ また、研究プロジェクト 5 件に対し、DOE および ARPA-E 等から 860 万ドル、カリフォルニア州エネ
ルギー委員会から 220万ドル、メンバー企業から年額 160万ドルの資金を提供。各プロジェクトの概要
は、関連情報を参照のこと。 

URL:  
https://www6.slac.stanford.edu/news/2016-10-25-slac-stanford-launch-%E2%80%98bits-wat
ts%E2%80%99-first-its-kind-holistic-approach-creating-21st  

(関連情報）  

      

同イニシアティブの研究プロジェクト概要 

Research Projects 

URL:  https://bitsandwatts.stanford.edu/research/research-projects  

  

https://uwaterloo.ca/news/news/waterloo-chemists-develop-promising-cheap-sustainable
http://www.nature.com/articles/nenergy2016119
https://www6.slac.stanford.edu/news/2016-10-25-slac-stanford-launch-%E2%80%98bits-watts%E2%80%99-first-its-kind-holistic-approach-creating-21st
https://www6.slac.stanford.edu/news/2016-10-25-slac-stanford-launch-%E2%80%98bits-watts%E2%80%99-first-its-kind-holistic-approach-creating-21st
https://bitsandwatts.stanford.edu/research/research-projects
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【新エネルギー分野】  

27-15 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ジョージア工
科大学 

    2016/9/13 

太陽光と風力でデバイスに電力を供給する新しい布地 
(New Fabric Uses Sun and Wind to Power Devices) 

・ ジョージア工科大学が、太陽光発電と摩擦発電を組み合わせたハイブリッド織地を開発。 
・ 軽量なポリマー繊維から成る太陽電池と繊維ベースの摩擦帯電ナノジェネレータ(triboelectric 
nanogenerators)を、商用のテキスタイルマシーンを使って作製した。 
・ 摩擦帯電ナノジェネレータは、回転や振動等の機械的挙動で少量の電気を作る摩擦帯電効果と静
電誘導を利用したもの。 
・ ウール糸と共に織り上げられた同織地は 320μm の薄さで、高度にフレキシブルかつ軽量で、テン
ト、カーテンや衣類に取り入れることができる。 
・ 太陽光発電には、他の繊維に織り込むことのできるワイヤー状に作ったフォトアノードを利用した。 
・ 同織地では安価で環境に優しいポリマー材料と低コストプロセスで作製できる電極を利用している
ため、大規模な製造にも対応が可能。 
・ A4 程度の大きさの同織地をロッドに取り付けたもので実験の結果、曇りの日に走行する車での発
電を確認。また、4cm×5cm の織地では、太陽光と挙動により 2mF の商用キャパシタを 1 分間で最高
2Vを充電した。 
・ 初期テストでは厳しい利用条件下の耐久性を確認したが、長期的な耐久性を視野に入れて、雨や
湿気から電子部品を保護するためのカプセル化等産業利用に向けた最適化を目指す。 

URL:  http://www.rh.gatech.edu/news/575921/new-fabric-uses-sun-and-wind-power-devices  

(関連情報）  

      

Nature Energy 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Micro-cable structured textile for simultaneously harvesting solar and mechanical energy 

URL:  http://www.nature.com/articles/nenergy2016138  

【新エネルギー分野(太陽光発電)】  

27-16 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2016/8/29 

新しい太陽電池はより効率的で低コスト 
(New solar cell is more efficient, costs less than its counterparts ) 

・ MIT 等が、異なる太陽光吸収材料を二層組み合わせて太陽エネルギーをより広い範囲で捕集する
新しい太陽電池を開発。 
・ 下部層が上部層の下に突き出るよう二層を階段状に配置し両層が露出したこのデバイス（「階段電
池」）は、上部のガリウム砒素リン（GaAsP）層が青/緑/黄色の光からの高エネルギー光子を吸収し、
下部のシリコン層が上部層を透過したものだけでなく可視光スペクトル全体から赤色光の低エネルギ
ー光子を吸収する。本構想の理論効率は 40%以上、推定実用効率は 35%に達する。 
・ 基板にシリコンゲルマニウム（SiGe）を用いることにより、シリコン結晶を劣化させることなくガリウム
砒素リンを成長させて安定的な土台を形成。パターン形成されたチャンネルを介してエッチング除去さ
れたシリコンゲルマニウムのテンプレートは、再使用が可能で製造コストの大幅な削減に貢献。 
・ この有望な多接合太陽電池を商業化するスタートアップ会社の設立を検討中。 

URL:  http://news.mit.edu/2016/new-solar-cell-more-efficient-costs-less-its-counterparts-0829  

(関連情報）  

      

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

Theoretical efficiency limit for a two-terminal multi-junction “step-cell” using detailed balance 
method 

URL:  http://news.mit.edu/2016/new-solar-cell-more-efficient-costs-less-its-counterparts-0829  

(関連情報）  

      

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

Design Optimization of Single-Layer Antireflective Coating for GaAs 1−x x  P x x  /Si Tandem Cells 
With x=0 , 0.17, 0.29, and 0.37  

URL:  http://ieeexplore.ieee.org/document/6945827/  

  

http://www.rh.gatech.edu/news/575921/new-fabric-uses-sun-and-wind-power-devices
http://www.nature.com/articles/nenergy2016138
http://news.mit.edu/2016/new-solar-cell-more-efficient-costs-less-its-counterparts-0829
http://news.mit.edu/2016/new-solar-cell-more-efficient-costs-less-its-counterparts-0829
http://ieeexplore.ieee.org/document/6945827/
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27-17 

ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・カールス
ルーエ工科大

学 

    2016/9/27 

ペロブスカイト/CIGS のタンデム式ソーラーモジュールのレコード 
(Record for Perovskite/CIGS Tandem Solar Module) 

・ カールスルーエ工科大学等が開発したペロブスカイト/CIGS のタンデム式薄膜ソーラーモジュール
のプロトタイプが 17.8%の効率を達成。 
・ 半透明の上部ペロブスカイト層が太陽のスペクトルの高エネルギー部分を効率的に吸収する一
方、下部のCIGS (Copper Indium Gallium Selenide) 層が赤外部分を変換。両層は、3.67㎠のアパーチ
ャ面積とそれぞれ 4～7 つのモジュール電池ストライプを用いるモノリシックな相互接続の配列を特徴
とし、欠損面積は 8%未満。数㎡の積層モジュールまで産業的拡張が可能。 
・ 2016 年 9 月 26～28 日にイタリア・ジェノバにて開催された PSCO（Perovskite Solar Cells and 
Optoelectronics）国際会議にて本プロトタイプを発表。 

URL:  
https://www.kit.edu/kit/english/pi_2016_133_record-for-perovskite-cigs-tandem-solar-modul
e.php  

(関連情報）  

      

PSCO-2016 ウェブサイト 

URL:  http://www.psco-conference.org/  

27-18 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
国立再生可
能ｴﾈﾙｷﾞｰ研
究所(NREL) 

    2016/10/6 

ナノスケールの閉じ込めが並はずれた太陽電池の特性を備える新しい完全無機のペロブスカイトに
つながる 
(Nanoscale Confinement Leads to New All-inorganic Perovskite with Exceptional Solar Cell 
Properties) 

・ NREL が、量子ドットからペロブスカイト太陽電池を作製する方法と、完全無機のペロブスカイト材料
の結晶構造安定化を室温で行う方法を発見。 
・ 不安定な有機の構成要素を除去し、ヨウ化セシウム鉛（CsPbI3）のナノ結晶である量子ドットを採
用。余分な未反応前駆体を除去する逆溶剤として酢酸メチルを用いてナノ結晶を純化し、ナノ結晶を
厚さ 100～400nm の薄膜に変形した結果、600°F 以上の高温時でだけでなく室温や零下数百度にお
いても安定させることに成功。 
・ これを太陽電池で用いたところ、従来の完全無機のペロブスカイト太陽電池の効率を上回る 10.77%
の効率で太陽光を電気に変換。 

URL:  http://www.nrel.gov/news/press/2016/37748  

(関連情報）  

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Quantum dot–induced phase stabilization of α-CsPbI3 perovskite for high-efficiency photovoltaics 

URL:  http://science.sciencemag.org/content/354/6308/92  

27-19 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾛｽｱﾗﾓｽ国立
研究所(LANL) 

    2016/10/11 

量子ドット太陽光発電窓が「ドクターブレード」塗布技術で進化 
(Quantum-dot solar windows evolve with 'doctor-blade' spreading) 

・ LANLが「ドクターブレード(doctor-blade)」技術を利用して、窓サイズの大型ルミネセント太陽集光器
(LSC)を作製。手のひらサイズの実証モデルを建物の窓の大きさまで大型化できることを示した。 
・ ドクターブレード技術は印刷業界に由来するもので、ブレードを用いて版面から余分な液状物質（イ
ンク等）を掻き取り、薄く均一な膜を生成する。本研究では、商用の大面積ガラススラブ表面にコロイド
状の量子ドット・ポリマー混合物の薄膜層を蒸着する際に同技術を利用。 
・ 同面積の太陽電池に比して、より低コスト・高効率の LSC が実現すれば、太陽光発電コストの大幅
な低減が可能。 
・ 本研究で使用した量子ドットは、コアとシェルが異なる材料から成る球状半導体。コアとシェルのサ
イズや組成を変化させることで吸収・発光スペクトルを個別に調整できるため、自己吸収による光の損
失が大きく減少。  

URL:  
http://www.lanl.gov/discover/news-release-archive/2016/October/10.11-quantum-dot-sola
r-windows.php  

(関連情報）  

      

Nature Energy 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Doctor-blade deposition of quantum dots onto standard window glass for low-loss large-area 
luminescent solar concentrators 

URL:  http://www.nature.com/articles/nenergy2016157  

 

 

https://www.kit.edu/kit/english/pi_2016_133_record-for-perovskite-cigs-tandem-solar-module.php
https://www.kit.edu/kit/english/pi_2016_133_record-for-perovskite-cigs-tandem-solar-module.php
http://www.psco-conference.org/
http://www.nrel.gov/news/press/2016/37748
http://science.sciencemag.org/content/354/6308/92
http://www.lanl.gov/discover/news-release-archive/2016/October/10.11-quantum-dot-solar-windows.php
http://www.lanl.gov/discover/news-release-archive/2016/October/10.11-quantum-dot-solar-windows.php
http://www.nature.com/articles/nenergy2016157
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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。 


