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ｱﾒﾘｶ合衆国・
イェール大学 

    2017/10/16 

「海の至宝」で太陽エネルギーを強化 
(Enhancing Solar Power With ‘Jewels of the Sea’) 

・ イェール大学、NASA、プリンストン大学及びニュージーランド・リンカーン大学から成る研究チーム
が、植物プランクトンである珪藻の特性を活用した有機太陽電池の性能向上に成功。 
・ナノ構造のシリカ（ガラス）の殻で覆われている珪藻は、水中や樹皮等に豊富に存在し、光を捕獲・拡
散して光合成を行う。 
・ 低コストの有機太陽電池設計における課題は活性層の薄膜化(100～300nm)で、これが光電変換
効率を制限。光を捕獲して拡散するナノ構造の埋め込みにより光吸収能力を向上できるが、高コスト
と大規模での生産が問題。 
・ 珪藻は数十億年間にわたる適応進化を経て光吸収能力を最適化しており、これを太陽電池の活性
層に取り込むことで、高価で希少な活性層材料の使用量を低減しながら従来通りの電気出力量を維
持。 
・ 簡単な粉砕プロセスで珪藻のサイズが調整可能で、商用有機太陽電池の既存の製造プロセスに
容易に導入できる。 
・ 異なる種の珪藻利用と適切なサイズ調整に加え、より高性能を獲得するためのドナーおよびアクセ
プターポリマーの利用も可能。 
・ 自然界のパターンや構造にエンジニアリングの問題解決を見出す、バイオミミクリー (biomimicry)研
究による成果。 

URL:  
http://seas.yale.edu/news-events/news/enhancing-solar-power-jewels-sea?destination=n
ode%2F2791  

（関連情報)  

      

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

Light-trapping in polymer solar cells by processing with nanostructured diatomaceous earth 

URL:  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1566119917304470?via%3D  

  

 

《本誌の一層の充実のため、ご意見、ご要望など下記宛お寄せください。》 

E-mail：q-nkr@ml.nedo.go.jp 

NEDO は、国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構の略称です。 
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英国・ブルネ
ル大学 

    2017/10/23 

3D プリンターでウェアラブルな「バッテリー」を初めて作製 
(3D printer makes first wearable 'battery') 

・ ブルネル大学が、3D プリンティングによるフレキシブルなウェアラブル「蓄電池」を安価な材料を使
用してワンステップで作製する技術を開発。携帯電話、EV やペースメーカー等で使える超高効率ウェ
アラブル電源の新設計実現の可能性を拓く。 
・ 同技術では、電極、集電体と電解質の各材料(のペースト）に適合する安価なフレキシブルシリコン
(ペースト)を使用し、それらを全て 3D プリンターで初めて作製。完成したウェアラブル電源は透明なリ
ストバンドの中にスーパーキャパシタが挟まれたもので、化学反応無く、その表面に蓄電池のようにエ
ネルギーを貯蔵する。 
・ フレキシブル・スーパーキャパシタはシルクスクリーンによる製造が最も一般的だが、この方法では
シリコンの上にスーパーキャパシタのフレームの作製が不可能。フレキシブル・スーパーキャパシタの
製造方法は多種あるが、特にレーザーを使った 3D 積層機器は高価であり、部品毎に異なる機器使用
が必要。 
・ 新技術では 1 種類の 3D プリンターによるシングルプロセスで製品を完成させるため、時間と材料使
用量を節約できる。リストバンド製造には高価な金属や半導体の代わりに安価な材料を使用でき、ス
トレス試験によるエネルギー損失なし。 
・ ストッパー・モーター付のシリンジ・ドライバーに USB で接続したオープンソースの簡易プリンター
で、スーパーキャパシタのサイズにより 3～4 種類のシリンジを使用して積層造形。リストバンドはハニ
カムパターンにプリントし、材料量を低減して迅速に製造する。他の複雑な形状設計の作製や、他の
材料ペーストを使用したより高度な電子デバイス製造も可能。 

URL:  
http://www.brunel.ac.uk/news-and-events/news/articles/3D-printer-makes-first-wearabl
e-'battery'#  

（関連情報)  

      

Materials Science and Engineering: B 掲載論文(フルテキスト） 

3D printing of highly flexible supercapacitor designed for wearable energy storage 

URL:  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921510717302246?via%3Dihub  
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
国立再生可
能ｴﾈﾙｷﾞｰ研
究所(NREL) 

    2017/10/25 

NREL の研究が著しい熱電性能をもたらす 
(NREL Research Yields Significant Thermoelectric Performance) 

・ NREL は、素材に統合が可能なカーボンナノチューブ薄膜をベースとした有機半導体の、熱電性能
の著しい向上を報告。この薄膜は廃熱を電気に変換し、また小型電源としての機能も果たす。 
・ これは半導体型単層カーボン・ナノチューブ（SWCNT）を、カーボンナノチューブやポリマーなどを含
む「複合」熱電材料の構成要素としての利用よりも、効率的な熱電発電装置の主要材料としての利用
有望性を実証。 
・ SWCNT を衣料に導入することで「ウェアラブル」家電製品として、重要な機能を担う。身体の熱を捕
捉して電気に変換することで、半導体は衣類に埋め込まれたポータブル電子機器やセンサーに電力
供給が可能に。 
・ 最新研究では、ポリマーを全 SWCNT 出発原料から除去することで、熱電性能が向上、半導体内の
電荷キャリア移動に改善をもたらした。また同SWCNT薄膜が、正または負の電荷キャリアのいずれか
でドープされた場合に、同一性能達成も実証。これら 2 タイプの材料は、それぞれ p-型レッグ(p-type 
leg)及び n-型レッグ（n-type leg)と呼ばれ、熱電デバイスの十分な電力発生に必要。 
・  SWCNT薄膜がp-型及びn-型レッグを同一性能、同一材料から製造できることは、レッグそれぞれ
の電流が均衡していることを意味し、デバイスの製造を単純化するであろう。同薄膜は、現在最先端
の溶液処理半導体ポリマー有機熱電材料を上回る性能測定値を有する。 

URL:  
https://www.nrel.gov/news/press/2017/nrel_research_yields_significant_thermoelectric_perf
ormance.html  

（関連情報)  

      

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

Large n- and p-type thermoelectric power factors from doped semiconducting single-walled carbon 
nanotube thin films  

URL:  http://www.nature.com/articles/nenergy201633  

  

http://www.brunel.ac.uk/news-and-events/news/articles/3D-printer-makes-first-wearable-'battery'
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http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921510717302246?via%3Dihub
https://www.nrel.gov/news/press/2017/nrel_research_yields_significant_thermoelectric_performance.html
https://www.nrel.gov/news/press/2017/nrel_research_yields_significant_thermoelectric_performance.html
http://www.nature.com/articles/nenergy201633
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英国・サセック
ス大学 

    2017/10/25 

サセックス大学物理学者らが強靭なスマートフォン・スクリーン開発でブレイクスルーを達成 
(Sussex physicists have breakthrough on brittle smartphone screens) 

・ サセックス大学が、銀ナノワイヤーとグラフェンを組合せた、より安価で堅牢なスマートフォンスクリ
ーンフィルムの環境に優しい製造方法を開発。同ハイブリッドフィルムは低エネルギー消費で反応性
が高く、空気に触れても酸化しない。 
・ 現在の酸化インジウムスズ(ITO)で製造するスクリーンは壊れやすく高価。レアメタルのインジウム
の抽出は環境に悪影響を及ぼし、ITO の最適な代替である銀もまた高価。 
・ 新ハイブリッドフィルムは、僅かなコストで既存技術の性能に匹敵。銀ナノワイヤーは過去にタッチ
スクリーンでの使用が見られるが、グラフェンとの組み合わせは今回が初めて。 
・ 同フィルムは、水に浮かぶグラフェン粒子をゴム製（ポリジメチルシロキサン）のスタンプで拾い上
げ、銀ナノワイヤーフィルムに任意のパターンで配置するユニークなプロセスで作製。スプレーマシン
やパターン付ローラーを使用することで大規模プロセスにスケールアップも可能。 
・ 銀ナノワイヤー網にグラフェンを加えることで導電性が約 1 万倍向上。天然のグラファイトから豊富
に得られるグラフェンと組み合わせることで、使用する銀の量が減少し、タッチセンサー製造コストを大
幅に低減しながら既存技術と同等、またはより優れた性能を実現。また、グラフェン層が空気による銀
の酸化を防止。 
・ 同ハイブリッドフィルムでは、銀ナノワイヤーフィルムと異なり、繰り返し折り曲げ後も電気特性に変
化なし。完全にフレキシブルなデバイス開発が期待できる。 

URL:  http://www.sussex.ac.uk/newsandevents/index?id=42293  

（関連情報)  

      

LANGMUIR 掲載論文（アブストラクトのみ：全文は有料） 

Selective Mechanical Transfer Deposition of Langmuir Graphene Films for High-Performance Silver 
Nanowire Hybrid Electrodes 

URL:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.langmuir.7b02799  
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾛｰﾚﾝｽﾘﾊﾞﾓｱ
国立研究所

(LLNL) 

    2017/10/30 

3D 印刷マリングレードステンレス鋼でブレークスルーを達成 
(Lab researchers achieve breakthrough in 3D printed marine grade stainless steel ) 

・ 「マリングレード」ステンレス鋼は、腐食性環境及びストレス下で破損せず曲がる能力の延性性能が
高い。石油パイプライン、溶接、台所用品、化学機器、医療用インプラント、エンジン部品及び原子力
廃棄物貯蔵等に最適。 
・ LLNL はエイムズ国立研究所、ジョージア工科大及びオレゴン州立大らと共同で、最も一般的な
316L 低炭素タイプのマリングレードステンレス鋼で、3D 印刷のブレークスルーを達成。従来の技術で
は、延性を犠牲にしてステンレス鋼を強化したが、これを克服。ユビキタス合金に他に例のない高強
度と高延性が組み合わさり、性能が向上。 
・ 本成果により、特に航空宇宙、自動車、石油・ガス産業など、過酷な環境で極限の力に耐え、強く丈
夫な材料が求められるステンレス鋼部品において、3D 印刷が波及するきっかけとなる可能性あり。 
・ 同チームは主な障壁であった多孔性を克服。これは金属粉末がレーザー溶融（または溶解）される
際に生じ、部品劣化や分解が起こりやすくなる原因となる。実験やコンピュータモデリングによる密度
最適化プロセスを通じて、また材料に内在の微細構造の操作により対応。 
・ 同チームは 2 つの異なるレーザー粉末床溶融結合マシーンを用いて、機械特性をテストするため
316L 薄板を 3D 印刷。ステンドガラス窓のような粒状構造が生成される。粒状構造は小さくなく、一般
的な溶接で見られるような粒状内部の微細構造やその他の構造欠陥が、特性を制御していると発
見。 
・ 主として金属変形は、微細構造内でどのようにナノスケール欠陥が移動し、相互作用するかで制御
される。同チームはこの微細構造がフィルターのような働きをすることを発見。欠陥の自由な移動を可
能にし、またブロックすることで必要な延性性能や強度をもたらす。 
・ 最終目標は、高性能コンピューターを利用してステンレス鋼の将来性能を検証、予測すること。また
モデルを使用して微細構造を制御し、耐腐食性を含む高性能鋼の製造方法を発見、及びその他のさ
らに軽量かつ脆く割れやすい合金に、同様の製造方法を検討。 

URL:  
https://www.llnl.gov/news/lab-researchers-achieve-breakthrough-3d-printed-marine-grad
e-stainless-steel  

（関連情報)  

      

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

Additively manufactured hierarchical stainless steels with high strength and ductility 

URL:  http://www.nature.com/nmat/journal/vaop/ncurrent/full/nmat5021.html  

  

http://www.sussex.ac.uk/newsandevents/index?id=42293
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.langmuir.7b02799
https://www.llnl.gov/news/lab-researchers-achieve-breakthrough-3d-printed-marine-grade-stainless-steel
https://www.llnl.gov/news/lab-researchers-achieve-breakthrough-3d-printed-marine-grade-stainless-steel
http://www.nature.com/nmat/journal/vaop/ncurrent/full/nmat5021.html
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
カーネギーメ

ロン大学 

    2017/11/6 

新たな液体金属トランジスタが自己修復するエレクトロニクスの可能性を拓く 
（Electronics that repair themselves might be possible with new liquid metal transitｓor) 

・ カーネギーメロン大学が、室温下で液体状を維持し、優れた導電性を備えた合金を新たに開発。液
体金属トランジスタ、フレキシブル回路を始め、自己修復回路の開発の可能性が期待。 
・ 新合金はインジウムとガリウムを組合せたもの。電流が流れることでこれらの液体金属小滴が形成
する回路が合体・分離し、従来のトランジスタのようにゲートを開閉。液体トランジスタは前例のないフ
レキシブル回路を作り、スマートファブリックやよりフレキシブルなエレクトロニクスの実現の可能性を
拓く。 
・ 電流を調整することで回路の形状を変えることができれば、再形成により需要に応じた様々な機能
を持たせることも可能となり、損傷を受けても自己修復できる回路の実現も考えられる。 
・新合金の利点は、 室温下にて液体状で作動するため冷却や加熱等の作業が不要なこと。また、室
温下で液体状でも有毒な水銀とは異なり、新合金は無毒で安全に扱うことができる。さらに、従来の固
体トランジスタと同様な 1～10V 程度の電圧で液体トランジスタ効果が得られる。 
・ ただし、ガリウムの寿命が課題。対処策として金やグラファイト等の不活性電極の利用が考えられ
る。 
・ このような技術の商業化は何年か先となるが、既存の材料ではほぼ不可能と考えられていた技術
の可能性を秘める。 

URL:  https://www.digitaltrends.com/cool-tech/liquid-metal-transistor-self-repairing/  

（関連情報)  

      

Advanced Science 掲載論文(フルテキスト） 

Field-Controlled Electrical Switch with Liquid Metal 

URL:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.201700169/full  

【電子・情報通信分野】  
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ﾌﾗﾝｽ共和国・
国立科学研

究ｾﾝﾀｰ
(CNRS) 

    2017/10/17 

デジタルエンコードした合成分子を世界で初めて解読 
(World first for reading digitally encoded synthetic molecules) 

・ CNRS とエクス=マルセイユ大学が共同で、質量分析装置の使用により、分子スケールで記録した
データの長いシーケンスの読み取りが可能なことを実証。 
・ ポリマー中のモノマーには、現在のハードドライブの 1/100 のスペースにビットを記録でき、コンピュ
ーターの記憶媒体サイズの大幅縮小が見込めるため、これを使った情報の記録が過去数年間で研究
されている。 
・ DNAのような自然の分子でなく、取扱いが容易な合成分子を使用し、質量分析装置が解読できるよ
う合成分子構造を最適化。ポリマーは 2 種類のモノマーから構成(リン酸基を保有）され、それぞれが 0
と 1 を表す。 
・ これらのモノマーの「ビット」8 個毎に分子セパレーターを配置。8 個のポリマーが表すバイト数は、こ
れらの 8 ビットのグループ数に等しくなる。エンコードした情報の読み取りには、セパレーターの位置で
ポリマーを分子バイトに分離してからリン酸結合を壊して各バイトを解読する。 
・ 最高 8 バイトまで情報を記録できるポリマーを合成し、アスキーコードで「Sequence」と記録してこの
単語を質量分析装置でデコード。この技術で読み取り可能な分子の長さにおいて新記録を達成。 
・ このデジタルデータのマニュアル分析には数時間がかかるが、この作業を行うソフトウェアの開発
により数ミリ秒に短縮することも可能と考える。短時間での読み取りと現在のデータ自動書込み方法
の統合に成功した同研究結果は、初期のフロッピーディスクのような、合成ポリマーへの数キロバイト
（約 1 ページ分のテキスト量）のデータ記録の可能性を拓くもの。 

URL:  http://www2.cnrs.fr/en/2977.htm  

（関連情報)  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Mass spectrometry sequencing of long digital polymers facilitated by programmed inter-byte 
fragmentation 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41467-017-01104-3  

  

https://www.digitaltrends.com/cool-tech/liquid-metal-transistor-self-repairing/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.201700169/full
http://www2.cnrs.fr/en/2977.htm
https://www.nature.com/articles/s41467-017-01104-3
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2017/10/23 

シリコンチップ上で光通信実現の可能性をもたらす材料 
(Material could bring optical communication onto silicon chips) 

・ MIT が、シリコン CMOS チップに集積できる、二テルル化モリブデンを使った光エミッターと検出デバ
イスを概念実証。 
・ より小さなマイクロプロセッサにより多くのトランジスタを詰め込むことでコンピューターの性能は向
上しているが、プロセッサ内の狭小なワイヤリングに起因するコンポーネント間での信号漏れ（「インタ
ーコネクト・ボトルネック」）が高速コンピューティングで問題となっている。 
・ オン・チップのオプトエレクトロニクスや光通信には、シリコンと相性の良い材料の発見が重要だが
困難。また、半導体が放出する可視光域の光がシリコンに吸収されてしまうことも問題。 
・ 二テルル化モリブデンは、あらゆる材料に機械的に貼り付くため、シリコンウェハー上に積層でき、
シリコンが吸収しない赤外域の光を放出するためオン・チップ通信に使用できる。 
・ 光エミッターとしての使用には、まず同材料を pn 接合ダイオードに転換。通常、この作製には半導
体材料に化学的な不純物を加えるが、2D 遷移金属ジカルコゲニドである同新材料では、材料に配置
した金属ゲート電極に電圧を加えるのみ。同デバイスに電流が流れると、シリコンチップに適合した、
光を放出する発光ダイオード(LED)として機能。 
・ また、同デバイスに加える電圧の極性を逆転することで光検出器に転換。逆バイアスに打ち勝つ
光を照射して初めて電流が流れるためである。同デバイスはこのように光信号の送信・受信を行
う。 
・ 同デバイスの商業化にはさらに研究が必要だが、同研究結果は高性能でシリコン CMOS に適合し
た光源として、光集積実現における不足分を補うもの。 
・ ただし、二テルル化モリブデンが放出する光の波長は 1.1μm で、これはシリコンチップに適合する
が、光ファイバーを通じた電気通信システムが作動する 1.3 又は 1.5μm の光の波長の放出と検出が可
能な材料が必要。 
・ 適合する薄膜材料として、使用する薄膜層数を変えることで異なる波長の光を放出するよう調整可
能な黒リンについて研究を進展中。シリコンとの適合性を維持しながら、適切な波長の光の放出に必
要な薄膜層数を備えたデバイス開発を目指す。 

URL:  
http://news.mit.edu/2017/ultrathin-films-semiconductor-optical-communication-silicon-c
hips-1023  

（関連情報)  

      

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

A MoTe2-based light-emitting diode and photodetector for silicon photonic integrated circuits 

URL:  https://www.nature.com/articles/nnano.2017.209  
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
パデュー大学 

    2017/10/23 

パデュー大学が高性能レーダーやスーパーコンピューターのための「イントラチップ」マイクロ冷却シ
ステムを開発 
(Purdue develops ‘intrachip’ micro-cooling system for high-performance radar, supercomputers) 

・ パデュー大学が、高性能レーダーやスーパーコンピューター用の冷却システムを新たに開発。微細
なチャネルを通して電子チップに液体冷却剤を直接循環させる。 
・ 従来では電子チップに貼り付けたヒートシンクによる熱の拡散で冷却するが、チップを 3D 積層する
高性能エレクトロニクスでは、この方法では充分な効率性での熱の除去が不可能。余分な熱は「ホット
スポット（局所高温部）」を発生させて微細な電子回路を損傷するため、積層チップ内に埋め込める冷
却システムが有効。 
・ 米国国防高等研究計画局(DARPA)が定める基本要件であり、マイクロクーリングの究極の目標とさ
れる㎠あたり 1kW の熱を発するチップに対処可能な機能を、電気絶縁性の液体を使用した実効的な
冷却システムで初めて概念実証。 
・ 同システムの冷却剤には、市販の HFE-7100 を使用。誘電性(電気絶縁性）の液体であるため短絡
を起こさず、マイクロチャネル内で沸騰し熱源に沿って循環。液体を沸点以下で熱する方法に比して、
液体を激しく沸騰させることで除去できる熱の量が増加する。 
・ 従来、ヒートシンクと電子チップ間のインターフェースの熱抵抗が冷却デバイス機能の効率性を損な
っていたが、新システムではチップ内の超微細チャネルにより高性能冷却を実現。チャネルが微細な
ほど熱輸送に優れるため、チャネル幅を 10～15μm に縮小。これは標準的なマイクロチャネル冷却技
術の約 1/10 のサイズ。 
・ このように極微細なマイクロチャネル内にて充分な液流速にて冷却剤を輸送するため、チップ全長
を網羅する一本の長いチャネルではなく、短い並行した 250μm 長のチャネルを設計。チャネルの全長
は変えずに個別のセグメントで対応することで、大規模な圧力降下を回避。 
・ シリコンのエッチングにより、幅 15μm、深さ 300μm という高アスペクト比の微細なチャネルを作製。
また、計算モデルにより同冷却技術の物理的過程を解明。 

URL:  
http://www.purdue.edu/newsroom/releases/2017/Q4/purdue-develops-intrachip-micro-c
ooling-system-for-high-performance-radar,-supercomputers---.html  

（関連情報)  

      

International Journal of Heat and Mass Transfer 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

A hierarchical manifold microchannel heat sink array for high-heat-flux two-phase cooling of 
electronics 

URL:  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0017931017322573?via%3Dihub  

http://news.mit.edu/2017/ultrathin-films-semiconductor-optical-communication-silicon-chips-1023
http://news.mit.edu/2017/ultrathin-films-semiconductor-optical-communication-silicon-chips-1023
https://www.nature.com/articles/nnano.2017.209
http://www.purdue.edu/newsroom/releases/2017/Q4/purdue-develops-intrachip-micro-cooling-system-for-high-performance-radar,-supercomputers---.html
http://www.purdue.edu/newsroom/releases/2017/Q4/purdue-develops-intrachip-micro-cooling-system-for-high-performance-radar,-supercomputers---.html
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0017931017322573?via%3Dihub
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【環境・省資源分野】  
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾛｰﾚﾝｽﾘﾊﾞﾓｱ
国立研究所

(LLNL) 

    2017/10/23 

LLNL は米国内希土類金属供給を増やすためバイオエンジニアリングで生成の細菌に着目 
(LLNL researchers turn to bioengineered bacteria to increase U.S. supply of rare earth metals) 

・ LLNL はバイオエンジニアリング細菌を利用して、低品位原料（原料を機械や加工工場に供給）から
希土類元素（REE)の抽出手法を新しく開発。 
・ 最近の多くの研究では、REE の吸着にバイオマスの使用が検討されているが、バイオエンジニアリ
ングによる REE 吸着は報告されておらず、複雑な天然原料ではほとんど実証されていない。 
・ 金属鉱山尾鉱及び希土類鉱床からの浸出液を用いて、同チームが実施した生物吸着実験では、
細胞表面の機能化は非エンジニアリング制御に対して、複数の顕著な利点を示す。その他の非 REE
に対し REE では、吸着効率と選択性の大幅な改善が見られた。 
・ 微生物媒介の表面吸着（バイオ吸着）は、金属回収のための費用効果が潜在的に高く、環境に優
しいアプローチ。微生物は、単位重量当たりの表面積が大きく、金属配位機能を有する細胞表面官能
基が豊富であるため、高い金属吸着能力を示す。さらに、吸着の可逆性及び速い反応速度により、効
率的な金属抽出プロセスが可能に。一方で、多重の吸着-脱着サイクルに耐える細胞の能力により、
頻繁な細胞再生の必要性が不要となり運用コストを低減。 
・ REE はスカンジウム、イットリウム及び 15 のランタニド（ランタン、セリウム、プラセオジム、ネオジ
ム、プロメチウム、サマリウム、ユーロピウム、ガドリニウム、テルビウム、ジスプロシウム、ホルミウ
ム、エルビウム、ツリウム、イッテルビウム及びルテチウム）で、従来個々の REE の分離には膨大な化
学処理が必要だったが、バクテリアの利用で破壊的代替をもたらす。 

URL:  
https://www.llnl.gov/news/llnl-researchers-turn-bioengineered-bacteria-increase-us-supp
ly-rare-earth-metals  

（関連情報)  

      

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

Recovery of Rare Earth Elements from Low-Grade Feedstock Leachates using Engineered Bacteria  

URL:  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.7b02414  

【蓄電池・ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ分野】  
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ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・カールス

ルーエ工科大
学(KIT) 

    2017/10/24 

未来のエネルギー市場に向けて実地試験 
(Practical Test for the Future Energy Market) 

・ KIT は、米国テクノロジー企業 LO3 Energy 社および地方公共事業企業 EnergieSüdwest AG 社と共
同で、ランダウ・マイクログリッド・プロジェクト(LAMP)を開始。選ばれた一般世帯が、未来のエネルギ
ー市場モデルとして分散型電力取引を試行。 
・ LAMP では、ドイツ・ランダウ市の 20 戸以下の一般世帯が自分達で電力市場を形成し、自宅のソー
ラーシステムで生み出した電気を売買することで、電力市場として地方組織が実際に機能するか否か
を検証。分散型グリッド構造や地域の電力取引には、コスト削減、電気輸送の不要の他、機能不全や
テロ攻撃に対する復元力や、送電線延長の削減等、利点が多数存在。 
・ 取引プラットフォームは、ブロックチェーン・テクノロジーを基盤とし、使用可能なエネルギーの出所と
所有者をいつでも明確に特定可能。参加世帯が、スマートメーターをインストールし、どこから電気を
購入するか、自分の電気をいくらで売るか等をモバイル端末装置で設定すると、設定した希望条件を
変更するまで、取引は完全に自動で進む。 
・ 実地試験は、米国ニューヨークにて LO3 Energy 社が行った類似の実験「ブルックリン・マイクログリ
ッド」に基づいており、同社のスマートメーターを使用し、取引プラットフォームも同社が開発。しかし、
今回初めて、EnergieSüdwest AG 社がクローズド・グリッド・インフラストラクチャーを実地試験用に開
発予定。 
・ 参加世帯が生み出すデータから、KIT は、LAMP 完了時に、LAMP においてどれだけの電流が消費
され、取引されたか等の詳細を得て、試行した市場モデルを分析し、適合させ、更に発展させる予定。 
・ ドイツ・ケンプテン市でも、LO3 Energy 社が Allgäuer Überlandwerk 社の協力を得て、別の実地試験
を準備中であり、研究結果の情報交換など、LAMP とも密接に連携する予定。 

URL:  
http://www.kit.edu/kit/english/pi_2017_155_practical-test-for-the-future-energy-market.p
hp  

（関連情報)  

      

LAMP (Landau Microgrid Project) 詳細 (KIT の HP 内) 

URL:  http://im.iism.kit.edu/english/1093_2058.php  

  

https://www.llnl.gov/news/llnl-researchers-turn-bioengineered-bacteria-increase-us-supply-rare-earth-metals
https://www.llnl.gov/news/llnl-researchers-turn-bioengineered-bacteria-increase-us-supply-rare-earth-metals
http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.7b02414
http://www.kit.edu/kit/english/pi_2017_155_practical-test-for-the-future-energy-market.php
http://www.kit.edu/kit/english/pi_2017_155_practical-test-for-the-future-energy-market.php
http://im.iism.kit.edu/english/1093_2058.php
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【新エネルギー分野（太陽光発電）】  
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
国立再生可
能ｴﾈﾙｷﾞｰ研
究所(NREL) 

    2017/10/24 

NREL の発見がより信頼性のある太陽電池を可能に 
(NREL Findings Could Lead to More Reliable Solar Cells) 

・ NRELは銅、インジウム、ガリウム、セレン（CIGS)薄膜太陽電池の信頼性を向上させる手法を証明。 
・ CIGS 太陽電池の変換効率は 22%超と今日最も効率的だが、長期的な安定性と信頼性の確保が課
題。太陽電池の効率性と信頼性向上は、半導体の欠陥に左右される。NREL の研究は、CIGS 太陽電
池における重要な半導体欠陥の簡単な分析方法を示す。 
・ 鍵となるのはフォト（光）ルミネッセンス励起分光法で、これを利用することで太陽電池の効率低下と
劣化をもたらす欠陥を特定。 
・ 電子の流れの障害となる半導体結晶中の欠陥の検出にはルミネッセン法を用いるのが一般的であ
るが、これは発光する欠陥にのみ有効。深い欠陥は発光しない。 
・ NREL は、太陽電池の活性層によって吸収されたエネルギー以下、つまりサブバンドギャップのエネ
ルギーレベルに調整した時間分解分光法を採用。この手法は CIGS 吸収層の特定の欠陥状態を直
接励起し、例えば電圧降下のような太陽電池の変化を識別し、欠陥特性の追跡を可能にする。 
・ 2006 年にコロラド大学が発表した、2 個の原子を損失した二重空孔欠陥状態を CIGS 太陽電池の
準安定性の要因とする理論について、今回開発した結晶評価技術により、簡易な非接触かつ非破壊
的方法で CIGS 太陽電池の二重空孔欠陥とその影響の観測が可能となる。 
・ 同結晶評価技術では、CIGS 太陽電池の効率に影響を及ぼし、準安定性と劣化を引き起こす欠陥
の試験期間を従来の数か月から数分に短縮。本研究では、CIGS 太陽電池における欠陥の理論的な
分析もアップデートされ改善。 

URL:  
https://www.nrel.gov/news/program/2017/nrel-findings-could-lead-to-more-reliable-solar
-cells.html  

（関連情報)  

      

Scientific Reports 掲載論文(フルテキスト） 

Optically induced metastability in Cu(In,Ga)Se2  

URL:  http://www.nature.com/articles/s41598-017-14344-6  

49-13 
 

ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国・ﾍﾙﾏﾝ･ﾌｫ
ﾝ･ﾍﾙﾑﾎﾙﾂ協

会(HGF) 

    2017/11/1 

承認！ EU INFINITE-CELL (無限電池)プロジェクト 
(Approved! The EU INFINITE-CELL project)                        

・ Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie(HZB)参加のタンデム太陽電池に関する EU
主催大規模研究プロジェクトが、2017 年 11 月に開始。シリコンおよび黄錫亜鉛鉱の薄膜半導体を組
み合わせて、費用対効果の高い変換効率 20%以上のタンデム電池を作製することが目標。欧州、モロ
ッコ、南アフリカ、ベラルーシの大型研究機関に加え、産業界からも 2 パートナー企業が参加。 
・ 具体的な目標としては、黄錫亜鉛鉱太陽電池の効率を現状の 12%弱から 14%以上に向上させること
と、リサイクル材料から作製する薄膜シリコン電池を効率 16%以上に向上させること。20%以上の効率
が可能と考えられるのは、シリコンが黄錫亜鉛鉱と異なる光エネルギー領域を利用するため。この 2
種の材料を結合してタンデム太陽電池にすれば、更に大きな割合の太陽エネルギーを電気エネルギ
ーに変換できる見込み。効率が良く、費用対効果も高い太陽モジュールとなれば、被覆材として建物
や車の屋根に適用し、局部的に発電することが可能に。 
・ CIGS(銅、インジウム、ガリウム、セレン)や、有機金属ペロブスカイト半導体といった他の吸収体材
料は、現在かなりの高効率を達成しているが、黄錫亜鉛鉱は豊富に存在し、非毒性であるという 2 つ
の大きな利点において他の吸収体材料より優位である、と関係者は強調。 

URL:  http://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=14739;sprache=en;typoid=3228  

（関連情報)  

      

Cordis 掲載プロジェクト紹介記事 

INFINITE-CELL 

URL:  http://cordis.europa.eu/project/rcn/212469_en.html  

  

https://www.nrel.gov/news/program/2017/nrel-findings-could-lead-to-more-reliable-solar-cells.html
https://www.nrel.gov/news/program/2017/nrel-findings-could-lead-to-more-reliable-solar-cells.html
http://www.nature.com/articles/s41598-017-14344-6
http://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=14739;sprache=en;typoid=3228
http://cordis.europa.eu/project/rcn/212469_en.html


8 

 

【新エネルギー分野（海洋エネルギー）】  
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ｻﾝﾃﾞｨｱ国立
研究所(SNL) 

    2017/10/30 

ロボティックス原理により SANDIA 波力コンバーターの波力吸収を支援 
(Robotics principles help Sandia wave energy converters better absorb power of ocean waves)   

・ SNL は、波力コンバーター(WEC)が波浪から吸収できる電力量を倍増させる制御システムを設計
し、モデル化をテスト。より安価な波力発電電力が可能に。同チームは同 WEC の効率向上のため、古
典的な制御理論、ロボティックス、航空宇宙工学の設計原則を応用。 
・ 米国エネルギー省（DOE）の Water Power Technologies Office が資金提供し、複数年プロジェクトで
ある SNL の Water Power Program において、モデリングと実験試験を組み合わせて、同 WEC の動作、
海洋での応答、波力を捕捉する方法を改良し、復元力の向上方法も検討。 
・ 同 WEC はモーター、センサー、コンピューターを搭載した、試験用に小型化の 1 トンの大型海洋ブ
イ。水中で動きまたは浮き、波からエネルギーを吸収。 
・ 同チームは同 WEC のエネルギー取り込みを増やすため、まず昨秋に海洋のような環境下での同
WEC の動きを検討し、数値モデルを開発、立証。このモデルを利用して、複合制御アルゴリズムに応
用。 
・ 制御システムは同 WEC の動作応答用に、フィードバックループを利用。様々な波に応答するブイの
動作を継続して改善するため、1 秒間に 1,000 回測定する。このシステムを設計、利用することにより、
ブイにかかる負荷やストレスを検討。吸収されたエネルギーの最大化が可能に。 
・ 同チームは 8 月にメリーランド州ベセスダの Carderock Division にある米海軍の Maneuvering and 
Sea Keeping Facility で、海洋と類似の環境にて新制御方法を試験。同 WEC のベースライン試験をシ
ンプルな制御システムにて実施、その後様々な制御アルゴリズム試験を実施。 
・同 WEC は前方、後方、上下、回転をし、到来波の周波数で共振することでエネルギー吸収が可能
に。また正確にシミュレートできたことで、これまでの理論を波タンク内で実証。同 WECは制御アルゴリ
ズムにより、制御システムがない場合と比べて、エネルギー量を倍増できた。 
・ 同チームは試験データを分析中。エネルギー伝達の最大化のために、さらなるオプションを制御シ
ステム改良に検討中。 

URL:  https://share-ng.sandia.gov/news/resources/news_releases/  

（関連情報)  

      

Sandia's Water Power program 

Advanced WEC Dynamics and Controls 

URL:  
http://energy.sandia.gov/energy/renewable-energy/water-power/technology-development
/advanced-wec-dynamics-and-controls/  

【政策等】  

49-15 
国際金融公

社 (IFC) 

    2017/10/30 

新しいソーラーパークがエジプトのエネルギー潜在力に光を当てる 
(A New Solar Park Shines a Light on Egypt’s Energy Potential) 

・ エジプト・アスワン市近辺の 37 km2 の土地に建設中のベンバン・ソーラー・パーク(Benban Solar 
Park)は、完成すれば世界最大のソーラー基地となる。 
・ 同パークには 32 ヶ所の発電所が含まれる予定で、2019 年中頃までに計画通り全発電所がパワー
アップすれば、合わせて 1,650MW の電気が量産可能に。 
・ 同パークにはエジプトのエネルギー発電容量を増加できる莫大な可能性があり、IFC および他の金
融機関のコンソーシアムは、6 億 5,300 万ドルの支援を約束。民間企業 13 社による発電所の建設、運
営に資金供与される予定。 
・ エジプトには年中晴天の地域があるので、そのソーラーエネルギーに対する潜在力につき、長らく
投資家や政府関係者は関心を寄せてきたが、ソーラー発電所はコストが高いため、何十年にもわたり
エジプトは化石燃料に依存。今はソーラー部品の価格が落ちてきており、エジプト政府も、2022 年まで
に同国の電力の 20％を再生可能資源でまかなえると予測。 
・ エジプトでは、国がほぼ全ての発電所を建設、運営してきたが、3 年前の世界銀行グループの支援
プログラムが電力部門改革と民間企業参画のきっかけに。 
・ 同パークのプロジェクトは、エジプトの二酸化炭素排出量抑制を推進し、全複合施設で年間 200 万ト
ンの温室効果ガス排出を抑制することになるが、これは道路から 40 万台の車を取り除くことに匹敵。 
・ 本プロジェクトは、失業がまん延している当該地域において、建設中の現場で 1 万人の、同パーク
が完全に操業可能となる際には 4,000 人の雇用機会を創出。 

URL:  
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/news_ext_content/ifc_external_corporate_site/news+
and+events/news/cm-stories/benban-solar-park-egypt  

 

https://share-ng.sandia.gov/news/resources/news_releases/
http://energy.sandia.gov/energy/renewable-energy/water-power/technology-development/advanced-wec-dynamics-and-controls/
http://energy.sandia.gov/energy/renewable-energy/water-power/technology-development/advanced-wec-dynamics-and-controls/
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/news_ext_content/ifc_external_corporate_site/news+and+events/news/cm-stories/benban-solar-park-egypt
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/news_ext_content/ifc_external_corporate_site/news+and+events/news/cm-stories/benban-solar-park-egypt
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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。 


