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【ナノテクノロジー・材料分野】  

60-1 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
パデュー大

学 

    2018/5/24 

希少元素が高速エレクトロニクスのための優れた材料を提供 
(Rare element to provide better material for high-speed electronics) 

・ パデュー大学が、レアメタルであるテルルの 2D 材料、tellurene を発見。コンピューターチップのトラ
ンジスタとしての使用が期待できる。 
・ グラフェンやシリセン等他の 2D材料では、室温化下での安定性に欠け、高速デバイスに有用なトラ
ンジスタのナノスケール製造に必要な技術に課題あり。現在、トランジスタを構成している 1Dワイヤの
断面は極微小だが、シートのような 2D 材料ではより広い表面積に電流を送ることができる。 
・ 同 2D材料の tellureneは、電荷キャリアが高速で移動する安定したシート状のトランジスタ構造を有
し、原料の希少性にもかかわらず、大規模な 2D トランジスタ製造が可能。同 2D 材料合成に必要なテ
ルル量は、溶液を使用する製造技術により極僅かとなり、溶液の容器をスケールアップするだけで高
収率が得られる。 
・ 同 2D材料製トランジスタは室温下で安定して動作。これと同様な性能を得るために真空チェンバー
や低温度を必要とする他の 2D材料に比して、実用性やコスト効率性に優れる。 
・ 他の 2D材料に比して同 2D材料では大きな結晶サイズを有するため、電子移動の障壁が低減。室
温下での高速電荷移動は実用に有利であり、電子と正孔のより高速な移動がチップの高電流をもた
らす。 
・ 同 2D 材料は基板を不要とする自己組織化で製造できるため、機械的な振動や熱を電気に変換す
るフレキシブルなプリンテッドデバイス等のアプリケーションでの利用も可能。実用に向けて特性を制
御した 2D 材料のスケーラブルな製造の実現に迫るものと考える。 

URL:  
http://www.purdue.edu/newsroom/releases/2018/Q2/rare-element-to-provide-better-mate
rial-for-high-speed-electronics.html  

（関連情報)  

      

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

Field-effect transistors made from solution-grown two-dimensional tellurene 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41928-018-0058-4  

  

 

《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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60-2 

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) 

    2018/5/25 

スマートな衣類に革新をもたらすエラスティックファイバー 
(An elastic fiber set to revolutionize smart clothes) 

・ EPFL が、超弾性で複数材料から成る高性能ファイバーを安価で迅速に製造する方法を開発。ロボ
ットフィンガーや衣類等に組み込んでセンサーとしての利用がすでに展開中。 
・ エラストマー製の同超弾性ファイバーには、電極やナノ複合ポリマー等の統合が可能。微量な圧力
や歪みを感知して約 500%まで変形を耐久し、新しいスマートテキスタイル、医療用インプラントやロボ
ットの人工神経等のアプリケーションに適する。 
・ 同製造方法では短時間に数百 m のファイバーが製造可能。ファイバーに電極等の様々なマイクロ
構造を埋め込むことで超高感度センサーとして機能する。 
・ 同製造方法は、光ファイバー製造に一般的に利用される熱延伸プロセス。綿密な設計の 3D パター
ンに配列した多様なファイバーコンポーネントから成るマクロスコピック(cm スケール）の予成形品を作
製し、それを加熱し引き伸すことで直径数百ミクロンのファイバーを作製。同プロセスではファイバーコ
ンポーネントのパターンが縦方向に引き伸ばされるが、横方向では収縮するためコンポーネントの相
対的な位置は変わらず、極めて複雑なマイクロ構造と高度な特性のファイバーが完成する。 
・ 従来、熱延伸プロセスで作製できるのは硬いファイバーのみであったが、同大学は弾性ファイバー
の作製に成功。材料選択の新基準により、加熱することで高い粘性を呈する熱可塑性エラストマーを
特定した。完成したファイバーは引き伸ばしや変形後に元の形状に戻る。 
・ 同ファイバーには、ナノ複合ポリマー、金属、熱可塑性材料等の硬い材料や、容易に変形する液体
金属を統合できる。例えば、ファイバー上部に電極 3本、下部に 1本を配置すれば、ファイバーへの圧
力により各電極が接触することで信号を送信し、信号を読み取ることでファイバーにかかったせん断
応力等のストレスの種類を特定できる。 
・ 同ファイバーを人工神経としてロボットフィンガーに組み込んだところ、ロボットが触れる物体との触
感的相互作用の情報をファイバーの電極が送信。また、目の粗いメッシュ状の衣類に同ファイバーを
統合して圧縮と伸縮を検出。衣類等に直接組み込んだタッチキーボードとしての利用も考えられる。 
・ 同ファイバーの熱延伸プロセスは大規模製造へのスケールアップが容易なため、様々なアプリケー
ションの可能性が期待できる。同技術は特許出願済みで、テキスタイル部門が関心を示している。 

URL:  https://actu.epfl.ch/news/an-elastic-fiber-set-to-revolutionize-smart-clothe/  

（関連情報)  

      

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

Superelastic Multimaterial Electronic and Photonic Fibers and Devices via Thermal Drawing  

URL:  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.201707251  

  

https://actu.epfl.ch/news/an-elastic-fiber-set-to-revolutionize-smart-clothe/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.201707251


3 

 

60-3 

 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ
工科大学

(MIT) 

    2018/5/29 

色の変わる圧迫包帯を開発 
(Engineers design color-changing compression bandage) 

・ MIT が、圧力を感知して発色するフォトニックファイバーを開発。静脈瘤の圧迫治療の包帯に統合
し、伸縮による発色で患部にかかる圧力の把握が可能になる。 
・ 弾性の包帯を患部周囲に巻くことで血流を刺激する圧迫治療では、特定の症状に適した圧力の有
無を判断する明確な測定方法がなかったが、同フォトニックファイバーを織り込んだ包帯では、引き伸
ばすことでファイバーの色が変化し、カラーチャートを参考に症状に最適な圧力を得ることが可能にな
る。 
・ 同フォトニックファイバーは患部に装着後も圧力センサーとして機能し、カラーチャートを参考に色変
化を判断することで包帯の圧迫加減を調整できる。 
・ 人間の毛髪の約 10倍の直径の同フォトニックファイバーは、精密に設計された構造形態に基づく構
造色を利用するもの。透明な弾性材料の極薄膜複数層（各層の薄さ数百 nm)をロール状に巻いた構
造で、この構造内の各薄膜層のインターフェースに光が反射して起こる光の干渉現象により発色す
る。 
・ 一定の薄さの透明材料薄膜層の積層により、光の反射の相互作用で可視光スペクトル中の特定の
発色が強まる。このように、同ファイバーを構成する薄膜層の薄さにより特定の発色が得られ、その構
造が維持されるかぎり発色が継続。構造色を作る光の干渉現象は、シャボン玉やクジャクの羽等に見
られる。 
・ 2013 年の研究において、熱帯性植物である Margaritaria nobilis（ブルーベリー）の青色の金属光沢
を有する表皮の光学的構造を伸縮性材料に応用して多層ファイバーを作製。ファイバーの伸縮で、フ
ァイバー各層の薄さの変化によるファイバーの発色の調整を試みている。 
・ 今回は、このようなフォトニックファイバー設計とその製造方法を改善。新フォトニックファイバーは、
高度に伸縮性のファイバーコアをスピンコーティングで作製した透明ゴム材料の薄く均一な層で包ん
だ構造。 
・ 透明ゴム材料層をシリコンウェハー上の水溶性膜上に形成し、水に浸して水溶性膜を溶解させ、浮
き上がった透明ゴム材料層を黒い弾性ファイバーに巻きつけることで同フォトニックファイバーを作製
する。 
・ 包帯の伸縮と圧力の関係とファイバー発色と変形の相関関係に基づき、特定の引き伸ばし加減で
発生するファイバーの色を包帯が発する圧力に整合させてカラーチャートを作成。 
・ 同フォトニックファイバーの実証では、通常の包帯、伸縮で形状が変化するパターンが施された包
帯に比して、同フォトニックファイバーを統合した包帯で最も明確な圧力のフィードバックが得られた。 
・ 今後は同フォトニックファイバー製造プロセスをスケールアップして、一度にメートル・キロメートルの
長さのファイバーの作製を目指す。同フォトニックファイバーの高コストの要因となっている現在の煩雑
なプロセスの簡易化も課題。 

URL:  http://news.mit.edu/2018/color-changing-compression-bandage-signal-pressure-level-0529  

（関連情報)  

      

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

Stretchable Optomechanical Fiber Sensors for Pressure Determination in Compressive Medical 
Textiles  

URL:  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adhm.201800293  

  

http://news.mit.edu/2018/color-changing-compression-bandage-signal-pressure-level-0529
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adhm.201800293
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60-4 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ
工科大学

(MIT) 

    2018/6/1 

特定特性のナノ粒子開発を迅速化する AIベース技術 
(AI-based method could speed development of specialized nanoparticles) 

・ MITが、目標とする光散乱特性をもたせたナノフォトニック粒子を設計する人工ニューラルネットワー
ク(神経回路網）技術を開発。ディスプレーやバイオ医療デバイス等で利用できる多層ナノ粒子のカス
タム設計や、従来方法を大幅に上回る速度での様々な研究課題解決の可能性が期待できる。 
・ 同技術では、ナノ粒子構造が様々な光色の散乱に与える影響について、AI の一形態であるニュー
ラルネットワークプログラムに数千件の実例でその関係性を「学習」させる。その後、同プログラムを逆
順に実行(逆設計）することで、特定の光散乱特性を備えたナノ粒子の設計を可能にする。 
・ 人工ニューラルネットワークによる同アプローチは最終的に実用化につながると考えるが、同研究
は従来的に同様な課題の解決に用いていた計算集約的なシミュレーションプロセスを不要とする様々
なナノ材料の物理特性を予測する方法としての科学的関心に基づくもの。この特定のアプリケーショ
ンだけではなく、このような方法論の理解を目標とする。 
・ 同ニューラルネットワークプログラムは、光の散乱と波長の関係の正確なパターンについて、実際
のシミュレーションよりも大幅に速く正確な予測を提供できる。ただし、ニューラルネットワークの訓練
のために膨大な量の実例を用意する必要あり。 
・ 目標とする光散特性のデータセットを開始点として使用して同プログラムを逆順に実行し、そのよう
な特性をもつナノ粒子層の正確な組み合わせを特定する能力を確認。逆設計による課題解決には専
門性や長時間が必要だが、同プログラムによる逆設計では従来のものに比して大幅に速く、特別な準
備も不要。 

URL:  
http://news.mit.edu/2018/ai-based-method-could-speed-development-specialized-nanopart
icles-0601  

（関連情報)  

      

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

Nanophotonic particle simulation and inverse design using artificial neural networks 

URL:  http://advances.sciencemag.org/content/4/6/eaar4206  

  

http://news.mit.edu/2018/ai-based-method-could-speed-development-specialized-nanoparticles-0601
http://news.mit.edu/2018/ai-based-method-could-speed-development-specialized-nanoparticles-0601
http://advances.sciencemag.org/content/4/6/eaar4206
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【電子・情報通信分野】  

60-5 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾛｰﾚﾝｽﾊﾞｰｸﾚ
ｰ国立研究所

(LBNL) 

    2018/5/18 

ダイヤモンドの「スピンオフ」技術によって低コストのメディカルイメージングや創薬のための機器が実
現する                                                                                         
(Diamond ‘Spin-Off’ Tech Could Lead to Low-Cost Medical Imaging and Drug Discovery Tools) 

・ LBNLおよびカリフォルニア大学バークレー校が率いる研究チームは、「窒素-空孔」欠陥を有する
ナノ・マイクロスケールの微小ダイヤモンドの原子の中にある電子のスピン偏極を調整・制御すること
によって起こした「超偏極」を利用して、非常に低コスト、迅速、高感度でかさばらない磁気共鳴画像
（MRI）および核磁気共鳴（NMR ）システムの実現を可能にする新しい技術を開発した。本技術は、高
額でかさばる超電導磁石の代替を提供するものとして期待される。 
・ 最先端の MRIや NMR機器は非常に高額であるが、微小ダイヤモンドにおける超偏極を利用するこ
とによって、これらの機器の低価格化、卓上サイズへの縮小化が見込まれ、将来的な市場の拡大な
ど、科学的・商業的意義は大きい。 
・ 本研究では、より適切で均一のスピン偏極を微小ダイヤモンドの集合において実現することに苦心
したが、緑色レーザー光をマイクロスケールのダイヤモンドの集合に素早く照射し、低磁場に晒し、マ
イクロ波源によってサンプル全体を掃引してみたところ、従来の MRIや NMR 機器に比して、制御可能
なスピン偏極特性を数百倍に増強させることが可能であることを実証した。 
・ 本研究では、細かい赤い砂のような外観の約 1〜5μの大きさダイヤモンド試料において、偏極特性
が倍増することを確認した。同ダイヤモンド試料は、グラファイトをダイヤモンドに変換するなどの経済
的な方法での製造が可能。 
・ 同チームは既に、既成のコンポーネントを使用して、ダイヤモンド試料の中でスピン偏極を起こすた
めに必要なレーザー光、マイクロ波エネルギー、および磁界を発生させる小型化されたシステムを開
発した。同技術および超偏極システムに対する技術特許は申請済み。 
・ 同システムのうちの一つに既存の NMR 磁石を導入することも可能。同システムのプロトタイプの価
格は、僅か数千ドル。 
・ スピンは短命であるが、現在、ダイヤモンド試料中のスピンを継続的に偏極させる方法や、このよう
な偏極を液体に移す方法についての研究を進めている。液体をリサイクルして閉鎖的なループ内を流
れるようにしたり、新たに偏極させた液体を注入し続けたりすることも可能であるため、今後は、水の
ように人体に無害な液体にスピン偏極を移し、患者の体内に注入することによって、より迅速な MRIス
キャンを行うための研究を行う方針。 
・ 本研究にはニューヨークのシティカレッジ、中国の北京大学、ドイツの TU ドルトムント大学、ニューヨ
ーク市立大学大学院センターも参加。 

URL:  
http://newscenter.lbl.gov/2018/05/18/diamond-spin-off-medical-imaging-drug-discovery-m
ri-nmr/ 

（関連情報)  

      

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

Orientation-independent room temperature optical 13C hyperpolarization in powdered diamond 

URL:  http://advances.sciencemag.org/content/4/5/eaar5492  

60-6 

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） 

    2018/5/16 

電子の救助犬 
(An electronic rescue dog) 

・ ETH が、人間の呼気や皮膚から低濃度で排出されるアセトンやアンモニア等の化学物質を検出す
る小型の超高感度センサーに、CO2 と湿度を検出する商用センサーを組み合わせた新しいセンサー
デバイスを開発。救助犬に代わり、災害等での捜索活動で常時対応可能な利用を見込む。 
・ 例えば CO2 には火災と人間といった複数の排出源があることから、人間の存在を明らかにする信
頼性の高い指標を提供する、多様な化学物質の検出が可能なセンサーの組み合わせが重要となる。 
・ 今回、人間が閉じ込められた状態をシミュレートする試験により、アセトンとイソプレンは通常呼気か
ら、アンモニアは皮膚から排出されることがわかった。 
・ 同ガスセンサーはコンピューターチップほどの小型サイズだが、スーツケースサイズで数千フランの
高コストな携帯用スペクトロメーターとほぼ同等の感度を備え、救命活動での人間の存在の検知に充
分な感度をもつ最も小型で安価なデバイス。 
・ 今後は実際の環境下での試験を実施予定。同ガスセンサーは、救命活動で既に使用されているマ
イクやカメラを補助するデバイスとして想定。ドローンやロボットに装着した利用も可能。プロトタイプ作
製のための産業パートナー・投資家を募集中。 

URL:  
https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2018/05/electronic-rescue-dog
.html  

（関連情報)  

      

Analytical chemistry 掲載論文(フルテキスト） 

Sniffing Entrapped Humans with Sensor Arrays 

URL:  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.analchem.8b00237  

http://advances.sciencemag.org/content/4/5/eaar5492
https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2018/05/electronic-rescue-dog.html
https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2018/05/electronic-rescue-dog.html
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.analchem.8b00237
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【ロボット・AI技術分野】  

60-7 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
カリフォルニ
ア大学サンタ
バーバラ校

(UCSB) 

    2018/5/21 

ソフトマシーン 
（Soft Machines） 

・ UCSB が、電磁気による駆動とソフトな材料を組合せ、スピードと柔軟性を実現するソフトアクチュエ
ーターを開発。 
・ ソフトな材料で構成されるロボットは、人間と隣り合って協働する環境下において、人間との協調や
連動での安全性の確保に期待されるが、従来型のロボットに比してソフトロボットの多くでは動作がよ
り遅く器用さに欠ける。 
・ 同大学は、標準的なタイプの高速・低電圧アクチュエーターである電磁モーターとソフトな材料を組
合せ、空気や熱の効果によるロボットの動作を超える速度のアクチュエーターを作製。電磁モーター
は電気自動車等様々な機器で使用されるが、ソフトロボティックシステムでの効果的な応用はほとん
どみられない。 
・ 高速、低電圧作動で柔軟なことに加え、新アクチュエーターは数ミリメートルの超小型。空洞のポリ
マーファイバーと磁性ポリマー複合材料に配置した液体金属合金の導電体を使用して、標準的な電
磁モーターのソフトバージョンとなる 3Dコンポーネントを作製。同ポリマーファイバーには、高い熱伝導
性で性能を大幅に向上させた、同大学開発のポリマー複合材料を使用。 
・ 僅かミリ秒で閉じるミリメーター幅の微細グリッパーと、毎秒数百サイクルの周波数で作動するソフト
な触覚刺激装置を作製して同アクチュエーターを実証。 
・ 同アクチュエーターは、VR 等で利用されるタッチフィードバックを必要とするハプティクスや、それに
関連するソフトロボティクス、人間の皮膚に沿ったタクタイルディスプレーや手術用内視鏡等での利用
が考えられる。 

URL:  http://www.news.ucsb.edu/2018/019016/soft-machines  

（関連情報)  

      

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

Soft Electromagnetic Actuators: Miniature Soft Electromagnetic Actuators for Robotic Applications 

URL:  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adfm.201870116  

60-8 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
スタンフォー
ド大学 

    2018/5/31 

スタンフォード大学開発の人工神経システムが人工義肢とロボットに触感を与える 
(An artificial nerve system developed at Stanford gives prosthetic devices and robots a sense of 
touch) 

・ スタンフォード大学とソウル大学校が共同で、人工義肢やロボットに反射・触感能力を提供する人工
神経システムを開発。 
・ 触感、信号送信、意思決定といった、皮膚の複雑なセンシング能力を模倣することで、様々なアプリ
ケーションで使用できるセンサリーニューラルネットワーク（感覚神経回路網）の開発における進展。 
・ 今回、神経義肢デバイスやソフトロボティクスのアプリケーションで、皮膚のような先進的なカバーに
埋め込み可能な人工の感覚神経回路を構築。同回路には、タッチセンサー、フレキシブルな電子神
経、そして人間のシナプスをモデルにした人工シナプストランジスタの 3種類のコンポーネントを搭載。 
・ タッチセンサーが微弱な力を検出し、電子神経を介して信号を送信。送信されたこの感覚信号が人
工シナプストランジスタに刺激を与える。同トランジスタは、生体のシナプスと同様（このレベルの複雑
性の達成は程遠いが）に信号を中継し、情報を蓄えて簡単な判断を下す機能を人工神経回路におい
て担い、低出力信号の強度と頻度によって感覚入力を認識し、それに対する反応を学習する。 
・ 同人工神経システムの反射能力の試験では、ゴキブリの脚に人工神経を取付けてタッチセンサー
に微弱な圧力を加えると、電子神経が感覚信号をデジタル信号に変換してシナプストランジスタを介し
て中継することで、圧力の強弱に応じて脚が動くことを確認。触感能力の試験では、ブライユ点字の認
識や、センサー上で様々な方向に転がしたシリンダーの動く方向の正確な検出を確認した。 
・ 人工神経技術の開発はまだ初期段階にあり、人工義肢デバイスを覆う人工皮膚の実現には熱等
の感覚を検出する新デバイスや、それらをフレキシブルな回路に埋め込む技術、そしてそれらすべて
と脳をつなげる方法の開発が必要となる。 
・人間が皮膚から受けるものと同様なフィードバックを与えることでロボットの機敏な動きを可能にす
る、ロボットを覆う低出力人工センサーネットの開発も目指す。 

URL:  
https://news.stanford.edu/2018/05/31/artificial-nerve-system-gives-prosthetic-devices-ro
bots-sense-touch/  

（関連情報)  

      

Science 掲載論文（アブストラクトのみ：全文は有料） 

A bioinspired flexible organic artificial afferent nerve 

URL:  http://science.sciencemag.org/content/360/6392/998  

  

http://www.news.ucsb.edu/2018/019016/soft-machines
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adfm.201870116
https://news.stanford.edu/2018/05/31/artificial-nerve-system-gives-prosthetic-devices-robots-sense-touch/
https://news.stanford.edu/2018/05/31/artificial-nerve-system-gives-prosthetic-devices-robots-sense-touch/
http://science.sciencemag.org/content/360/6392/998
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60-9 

ﾌﾗﾝｽ共和国
・国立科学研
究ｾﾝﾀｰ
(CNRS) 

    2018/5/31 

飛行中に変身するドローン 
(Aerial robot that can morph in flight) 

・ CNRS が、飛行中に翼長を変えることで狭い場所を通過できる、Quad-Morphing と称するドローンを
開発。エネルギーを余分に消費する低慣性のロボティックプラットフォームを必要とする集中的なステ
アリングが不要。 
・ 同ドローンは、2 対のプロペラを搭載した 2 本の回転アームでヘリコプターのように飛行。弾性で硬
質のワイヤが飛行中に 2 本のアームの方向をドローンの中央軸に対して垂直または並行な位置に変
更する。並行位置では翼長が半減し、細い通路を通過後に垂直位置に戻って飛行を安定させる。ドロ
ーンとしては高速の 9km/h での飛行中にこれらの動作が可能。 
・ 同ドローンの機敏性は緻密なオートパイロット機構が決定。狭い場所に同ドローンが近づくと、3D位
置推定システムにより同機構がアームの位置を再変更する。 
・ 毎秒 120枚を撮影できる小型カメラを同ドローンに搭載し、将来的には通過しようとする通路幅のサ
イズをドローンが自動で判断し、必要に応じて翼を畳めるようにする。同カメラを搭載した同ドローンの
飛行試験を今月中に開始予定。 

URL:  http://www2.cnrs.fr/en/3125.htm  

（関連情報)  

      

Soft Robotics 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Agile Robotic Fliers: A Morphing-Based Approach 

URL:  https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/soro.2017.0120  

【環境・省資源分野】  

60-10 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾌﾞﾙｯｸﾍﾌﾞﾝ国
立研究所

(BNL) 

    2018/5/15 

主要な温暖化ガスで有用なプロピレンを生成 
(Producing Beneficial Propylene While Consuming a Major Greenhouse Gas) 

・ BNLが、CO2 とプロパンの反応でプロピレンを生成するバイメタリック触媒を開発。プロピレンは、蓄
電池、自動車部品や衣類等の日常的な製品の製造に使用される基礎化学原料。 
・ 従来、プロピレンはエチレンを生成するスチームクラッキングプロセスの副生物として得られるが、
水圧破砕技術の進展でコストが低下したシェールガスに含まれるエタンを使ったエチレン生成の展開
により、需要に見合う量のプロピレン獲得が困難になっている。 
・ また、プロパン脱水素によるプロピレン生成では高温度を要し、エネルギーを大量に消費。プロパン
への酸素添加でエネルギー消費量の低減が可能だが、余剰な酸素によるプロパンの燃焼で水と CO2
が発生する。 
・  より環境に優しく省エネな新触媒ではCO2を反応物質（酸化剤）として利用し、プロパンとの反応で
プロピレン、水、CO を生成。高度に安定した CO2 分子を活性化する酸化セリウムの担体に、炭素-水
素(C-H)結合を切断する鉄・ニッケルを担持し、2 種類の機能を担う触媒設計を有する。 
・過去の研究からこのような触媒の材料候補を既に把握していたが、今回は密度関数理論(DFT)によ
り鉄とニッケルをベースとした触媒の有効性を予測し、フローリアクターでの実験で触媒機能を実証。
同実験で消費した反応物質と生成物質のそれぞれの量を比較し、目的とする物質を得るための触媒
の選択性を調べた結果、プロパンからプロプレンへの転換の選択性が 50%超であることを確認した。 
・ 同触媒の鉄を白金で代替すると、異なる反応経路が促進され、炭素-炭素結合を切断して CO と水
素から成る合成ガス（アンモニアやメタノール等の中間生成物）を生成。鉄、白金の両触媒とも同温度
で活性化するが、化学組成を調整することで、プロピレン、またはシンガスを生成する反応を誘導でき
る。 
・ 今後は、プロパンからプロピレンへの転換効率のさらなる向上のため、同反応機構の理解を深め、
理論レベルでの合理的な触媒スクリーニングによる有望な触媒の合成と試験を実施予定。同触媒技
術の商業化は、世界的なプロピレン需要への対処の一助となると考える。 

URL:  https://www.bnl.gov/newsroom/news.php?a=212869  

（関連情報)  

      

Nature Communications 掲載論文（フルテキスト） 

Combining CO2 reduction with propane oxidative dehydrogenation over bimetallic catalysts 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41467-018-03793-w  

  

http://www2.cnrs.fr/en/3125.htm
https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/soro.2017.0120
https://www.bnl.gov/newsroom/news.php?a=212869
https://www.nature.com/articles/s41467-018-03793-w
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【新エネルギー分野（太陽光発電）】  

60-11 

中華人民共
和国・中国科
学院(CAS) 

    2018/6/6 

記録的な高効率と安定性を備えた無機ペロブスカイト太陽電池を作製                                                                                                                                                               
(Scientists Fabricate Inorganic Perovskite Solar Cells with Record High Stabilized Efficiency) 

・ CASが 14.4％という、高効率と安定性を備えた無機ペロブスカイト太陽電池を作製した。 
・ 太陽光発電用途で最も一般的なペロブスカイトの組成は、有機 - 無機ハイブリッド。電力変換効
率（PCE）は 22.7％にもなるが、揮発性有機成分のせいで、光化学的・熱的安定性に欠ける。 
・ 有機カチオンを無機カチオンで置き換えることにより、安定性の大幅な向上が可能に。 
・ 最近では、全無機ペロブスカイトの CsPbI2Br および CsPbI3 量子ドット（QDs）系太陽電池が優れた
環境相安定性(ambient phase stability)を有することが判明したが、バンドギャップが広過ぎることや、
電流密度が低過ぎることが課題である。 
・ CAS はこの課題に対処するために、CsPbI2Br 膜を下部構成要素、CsPbI3 QDs を上部構成要素と
して使用したバンドギャップグレーディングセル構造(bandgap grading cell structure)を作製した。同構
造を有する無機ペロブスカイト太陽電池は、過去最高の電池効率である 14.45％を達成。今後の高効
率、高安定性の実現に向けた研究に拍車がかかることが期待される。 

URL:  http://english.cas.cn/newsroom/research_news/201806/t20180606_193928.shtml  

（関連情報)  

      

Joule 掲載論文（フルテキスト） 

Graded Bandgap CsPbI2+xBr1−x Perovskite Solar Cells with a Stabilized Efficiency of 14.4% 

URL:  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542435118301727?via%3Dihub  

【新エネルギー分野（バイオマス）】  

60-12 

スウェーデン
王国・チャル
マース工科
大学 

    2018/5/21 

先進的バイオ燃料の高効率な生産を産業的な実証で確認 
(Advanced biofuels can be produced extremely efficiently, confirms industrial demonstration) 

・ チャルマース工科大学が、Chalmers Power Central と GoBiGas(Gothenburg Biomass Gasification)
における過去 10 年間にわたるバイオマスのガス化による再生可能燃料製造技術に関する報告書を
公開。 
・ 化石燃料から再生可能燃料への切り替えは、投資サイクルが長期にわたることから特に石油精製
や製紙産業等の重工業では迅速な行動が必要。また、設備等の事前の交換が余儀なくされる場合も
あり、それには膨大なコストもかかるため、適切な投資が重要。 
・ 同大学の研究結果は、設備の新設や世界中の様々な既存工場において応用が可能な、化石燃料
から再生可能燃料への急進的な移行の可能性を拓くもの。国内の既存発電所のみでの同研究結果
の完全な実施により、世界の航空機燃料の 10%に相当する再生可能燃料の製造が可能と推測。 
・ 同大学の研究では、バイオマスを高温で処理して生成したバイオガスが、現行のガスネットワーク
の天然ガスを代替する最終製品となり得ることを提示。ガス化プロセスでの障害であるバイオマスか
らのタールの課題について新化学プロセスで処理し、バイオガス品質を向上。また、地域熱供給ボイ
ラーをバイオマスガス化設備に転換できるようにする熱交換材料を開発した。 
・ 2007 年に独自のボイラーを構築して以来、同大学は同研究による膨大な知見を蓄積。2014 年に開
始したGoBiGasでの実証プロジェクトによる産業スケールで得られた経験と併せることで、同研究結果
の応用が可能と考える。 
・ ガス化施設に転換可能な施設は、発電所、地域熱供給工場、パルプ製紙工場、製材所、石油精製
工場や石油化学工場と多岐の産業分野にわたる。 
・ 同技術の実現可能性は、将来的な経済状況と、それが産業・エネルギー部門による再生可能燃料
への転換の意志に与える影響により決定される。バイオマスの賦存量もまた重要なファクター。 

URL:  
https://www.chalmers.se/en/departments/see/news/Pages/Advanced-biofuels-can-be-pro
duced-extremely-efficiently.aspx  

（関連情報)  

      

GoBiGas demonstration –a vital step for a large-scale transition from fossil fuels to advanced biofuels 
and electrofuels (PDF)  

URL:  
http://www.chalmers.se/SiteCollectionDocuments/SEE/News/Popularreport_GoBiGas_result
s_highres.pdf  

（関連情報)  

      

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

Advanced biofuel production via gasification – lessons learned from 200 man‐years of research 
activity with Chalmers’ research gasifier and the GoBiGas demonstration plant 

URL:  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ese3.188  

 

http://english.cas.cn/newsroom/research_news/201806/t20180606_193928.shtml
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542435118301727?via%3Dihub
https://www.chalmers.se/en/departments/see/news/Pages/Advanced-biofuels-can-be-produced-extremely-efficiently.aspx
https://www.chalmers.se/en/departments/see/news/Pages/Advanced-biofuels-can-be-produced-extremely-efficiently.aspx
http://www.chalmers.se/SiteCollectionDocuments/SEE/News/Popularreport_GoBiGas_results_highres.pdf
http://www.chalmers.se/SiteCollectionDocuments/SEE/News/Popularreport_GoBiGas_results_highres.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ese3.188
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