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【ナノテクノロジー・材料分野】  

62-1 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ
工科大学

(MIT) 

    2018/6/29 

雨よ降れ：新しいコーティングで天然のファブリックを撥水性に転換 
(Let it rain! New coatings make natural fabrics waterproof) 

・ MITが、綿・シルク等の天然線維に撥水機能を与え、既存のコーティング剤を上回る効果を提供する
撥水性コーティング剤を新たに開発。 
・ 「撥水性」とされる布地は実質では「耐水性」であることが多く、降雨下では最終的には水が浸透す
る。新コーティング剤は水滴を跳ね返すような撥水性に近い機能を提供する。 
・ 同研究は、容易に劣化せず、環境や身体に蓄積する懸念から従来の撥水化学物質の段階的な廃
止を進める米国環境保護局(EPA)による環境規制に対処するもの。 
・ 現在のコーティング剤は一般的に長鎖ポリマーとパーフルオロ側鎖から構成。代替として長らく研究
されてきた短鎖ポリマーは長鎖ほどの撥水効果をもたない。 
・ また、既存のコーティング剤は液体ベースのため布地を浸した後に乾燥させるが、コーティング剤が
布地の通気孔を塞ぐことで通気性が損なわれるため、その後に空気を吹き付けて通気孔を復元するプ
ロセスが必要となり、これが製造コストを増加させる上に撥水機能を低減させる。 
・ 今回、疎水特性を備える短鎖ポリマーの化学プロセスによるさらなる強化と、iCVD（開始剤を用いた
化学蒸着法）によるコーティング処理を組み合わせて新しいコーティング剤を作製した。 
・ iCVD 処理では液体は使用せず、低温度で極薄く均一なコーティングができる。繊維の外形に沿って
付着して通気孔を塞がないため、通気孔復元の二次処理が不要に。撥水性を向上させるオプション工
程としてサンドブラスト処理の追加も可能。 
・ 同コーティングプロセスは、綿、ナイロン、麻等の様々な布地や紙、また様々な織目にも適用できる
ため、多様なアプリケーションの可能性が期待できる。研究室にて水やコーヒー、ケチャップ、酸等の
液体を用いた標準的な降雨試験を実施した結果、全ての液体について良好な撥水効果を確認した。 
・ また、繰り返し洗浄による試験ではコーティングの劣化が見られず、1万回の厳しい摩耗試験後では
コーティングに損傷のないことを確認した。 

URL:  http://news.mit.edu/2018/coatings-make-natural-fabrics-waterproof-0629  

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） 

Short‐Fluorinated iCVD Coatings for Nonwetting Fabrics 

URL:  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adfm.201707355  

  

 

《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 
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62-2 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・ワシントン
大学(UW) 

    2018/7/12 

石炭の廃棄物で持続可能なコンクリートを作る 
(Researchers use coal waste to create sustainable concrete) 

・ UW が、セメントを使用せず、石炭火力発電で発生するフライアッシュをバインダーとして利用した強
靭で耐久性のあるコンクリートを開発。 
・ 石炭廃棄物の利活用につながり、コンクリート製造による環境負荷を大幅に低減。セメントを代替す
る持続可能な材料として期待できる。 
・ 従来のコンクリートの主要な材料であるセメントの製造には高温と大量のエネルギーを要し、コンク
リートの製造では世界の総排出量の 5～8%に相当する量の温暖化ガスを排出。米国では 50%超のフラ
イアッシュが埋立て処理されており、周囲環境への浸出の懸念等、廃棄物管理の課題となっている。 
・ コンクリート製造でのフライアッシュ利用は他にも例があるが、強靭な材料を作るための高温加熱法
が排除できなかった。今回開発した方法では加熱やセメントが不要なことに加え、ナノサイズの材料を
使用した分子レベルでのエンジニアリングであることも重要な点。 
・ 新方法ではフライアッシュと水の反応に酸化グラフェンを使用し、活性化した フライアッシュをセメン
トの様な強靭な材料に転換。酸化グラフェンはケイ酸化ナトリウムや酸化カルシウム等の化学的な活
性物質とフライアッシュとの混合溶液中の原子や分子を再配列させ、原子が強力に結合したカルシウ
ム-アルミン酸塩-ケイ酸塩の水和物の分子鎖を作り、(水和）セメントを超える耐久性を備えた無機ポリ
マーネットワークを形成する。 
・ 同フライアッシュコンクリートは地下水の補給や浸水の軽減にも対応する透過性も備える。WSU キャ
ンパス内の試験区で様々な負荷・温度条件下にて同材料の強度と挙動について実証。浸透試験によ
り同材料に埋め込んだセンサーでデータを収集中。 
・ 特許取得済みの同材料作製技術の商業化を目指し、試験終了後に同材料で構造物を作製して概
念実証を予定。 

URL:  https://news.wsu.edu/2018/07/12/coal-waste-makes-concrete/  

関連情報 

      

Fuel 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Influence of graphene oxide in a chemically activated fly ash 

URL:  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016236118306562?via%3Dihub  

  

https://news.wsu.edu/2018/07/12/coal-waste-makes-concrete/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016236118306562?via%3Dihub
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【電子・情報通信分野】  

62-3 

英国・ケンブ
リッジ大学 

    2018/6/22 

広範囲の健康状態をモニタリングする低コストのプラスチックセンサー 
(Low-cost plastic sensors could monitor a range of health conditions) 

・ ケンブリッジ大学とサウジアラビア・アブドラ王立科学技術大学(KAUST)が、低コストのプラスチック
バイオセンサーを開発。現在、太陽電池やフレキシブルエレクトロニクス等用に開発されている半導体
プラスチックを使用。 
・ 既存センサーに比して非常にシンプルな設計の同バイオセンサーは、唾液や血液中等の乳酸塩や
グルコース等の重要な代謝物の量を測定し、診断デイバスに統合すれば、より迅速、安価かつ正確な
健康状態のモニタリングが可能となる。 
・ センシング材料に酵素を使用する従来の電気化学バイオセンサーでは、センサー電極とセンシング
材料間の通信の効率性の向上のために信号を伝達促進・強化する分子ワイヤを要するが、同バイオ
センサー開発ではこのような制約を克服。 
・ 同バイセンサーでは、電気化学反応で発生する電子を直接受け取る分子ワイヤとして機能するポリ
マー(インペリアル・カレッジ・ロンドンが開発)を使用。汗や血液等の液体に接触すると、同材料はイオ
ンを吸収して膨張し、液体と融合。これにより、金属電極を用いた従来センサーを大幅に上回る高感度
が可能となる。 
・ また、同センサーをトランジスタ等のより複雑な回路に統合すれば、小型のデバイスサイズでも信号
が増幅されて代謝物質濃度の微量な変化に反応する。 
・ フィットネスアプリケーションに有用な乳酸塩値の測定および手術後の患者の経過観察にて同バイ
オセンサーの初期試験を実施。適切な酵素を利用することで、グルコースやコレステロール等他の代
謝物質の検出用に容易に改造できる。また、検出可能な濃度範囲はデバイスの形状を変更することで
調節が可能。酵素とのコミュニケーションを強化するようカスタマイズして、代謝物質を直接検出する電
子受容ポリマーの利用を初めて実現した。 
・ 同バイオセンサーは、金や白金等を使用せず低コストで製造でき、フレキシブル/ストレッチャブルな
基板に容易に取り込める。発作の発生中やその直前等のストレス下での脳の代謝活動をリアルタイム
で観測しして発作予測や治療評価を実施する等、ウェアラブル/埋め込み型センサーとしてのアプリケ
ーションが期待できる。 
・ 今後は人間の細胞の代謝活動を身体外でリアルタイムにモニタリングするセンサーを開発する予
定。臓器を正確に模倣できるモデル開発に加え、それらをリアルタイムに精密に評価する技術の開発
に集中する。同モデルで今回開発のセンサー技術を使用すれば、薬品の効能や毒性が試験できる。  

URL:  
http://www.cam.ac.uk/research/news/low-cost-plastic-sensors-could-monitor-a-range-of-
health-conditions  

関連情報 

      

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

Direct metabolite detection with an n-type accumulation mode organic electrochemical transistor 

URL:  http://advances.sciencemag.org/content/4/6/eaat0911  

  

http://www.cam.ac.uk/research/news/low-cost-plastic-sensors-could-monitor-a-range-of-health-conditions
http://www.cam.ac.uk/research/news/low-cost-plastic-sensors-could-monitor-a-range-of-health-conditions
http://advances.sciencemag.org/content/4/6/eaat0911
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62-4 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・タフツ大学 

    2018/7/6 

慢性創傷をモニタリングして適切に治療するスマートな絆創膏 
(Smart bandages designed to monitor and tailor treatment for chronic wounds) 

・ タフツ大学が、慢性創傷の状態をモニタリングして適切な薬品による治療で治癒を促すスマートな絆
創膏のプロトタイプを開発。 
・ 火傷や糖尿病、その他の疾病による慢性創傷は、皮膚の再生能力を抑制して持続的な感染や切断
手術等の原因となる。自然の治癒プロセスの支援を目指して設計された同絆創膏は、感染・炎症を追
跡する pH と温度センサーに応答して創傷に適切な治療を提供する発熱体と熱応答性の薬物担体を
備え、患者や介護者による最低限の介入のみでリアルタイムのモニタリングと治療薬の送達を可能に
する。 
・ 新興するフレキシブルエレクトロニクス分野では、様々な医療用ウェアラブルデバイス開発が可能と
なっており、今回は大きな進展が見られていない絆創膏での応用を試みた。 
・ pH 値は創傷の治癒状態のモニタリングにおける主要なパラメーターの一つで、正常に治癒が進む
創傷ではpH値が5.5～6.5の範囲内にあり、炎症を起こしている非治癒創傷ではpH値は6.5を超える。
温度もまた創傷とその周囲の炎症の程度を示す重要なパラメーター。同絆創膏では pH と温度センサ
ーを組合せた。また、他の治癒マーカーである酸素化を検出するフレキシブルセンサーも開発。同セン
サーは同絆創膏に統合が可能。 
・ 同絆創膏は透明な医療用テープに各センサーとマイクロプロセッサを埋め込んだもので、3ｍｍを下
回る薄さ。センサーからのデータをマイクロプロセッサが読み取り、ゲルの加熱によりオンデマンドで担
体から薬品を放出する。マイクロプロセッサは再利用されるが、絆創膏自体は低コストで使い捨てでき
る。 
・ 様々な治癒マーカーに対応して多様な症状に処置する他種センサーや薬品、成長因子を埋め込む
ことも考えられる。 
・ 同絆創膏の in vitroでの試験に成功し、従来の絆創膏等と比較した治癒促進における臨床的な優位
点を in vivo で評価するための前臨床試験を実施予定。 

URL:  
https://now.tufts.edu/news-releases/smart-bandages-designed-monitor-and-tailor-treatme
nt-chronic-wounds  

関連情報 

      

Advanced Carbon and 2D Materials 掲載論文(アブストラクトのみ；全文は有料） 

Smart Bandage for Monitoring and Treatment of Chronic Wounds 

URL:  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/smll.201703509  

  

https://now.tufts.edu/news-releases/smart-bandages-designed-monitor-and-tailor-treatment-chronic-wounds
https://now.tufts.edu/news-releases/smart-bandages-designed-monitor-and-tailor-treatment-chronic-wounds
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/smll.201703509
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62-5 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・ｻﾝﾃﾞｨｱ国
立研究所

(SNL) 

    2018/7/9 

廃熱から電気を作る 
(Generating electrical power from waste heat) 

・ SNL が、廃熱を捕獲して電気に変換するシリコンベースの微小なデイバス、赤外線レクテナ（整流ア
ンテナ: rectifying antenna の略)を開発。 
・ 例えばハイブリッドカーが排出するエンジンの熱を電気に変換する等の、廃熱からのエネルギー回
収が考えられるが、短期的には放射性同位体熱電気転換期(RTG)を代替する小型赤外線電源の開発
を目指す。RTGは、太陽光パネルへの十分な太陽光の獲得が困難な宇宙飛行ミッションでのセンサー
電源等で使用。 
・ アルミニウム、シリコン、二酸化ケイ素から構成される同赤外線レクテナは、サイズが 1/8 インチ(約
0.32cm)×1/8 インチ、10 セントの半分の薄さで金属的な光沢を有する。デバイス上部のアルミニウム
に人間の毛髪の 1/20 の細さのストライプ状にエッチング処理したパターンが赤外線を捕獲するアンテ
ナとして機能する。 
・ 上部アルミニウムと下部シリコンに挟まれた二酸化ケイ素層は、シリコン原子約 20個分の薄さ(人間
の毛髪の 1/16000)の薄さ。上部アルミニウムのエッチングパターンを伝わって同薄膜層に閉じ込めら
れた赤外線が毎秒約 50 兆回の極めて高速な電気的振動を起こし、これによりアルミニウムとシリコン
間で電子が往来する。このような整流のプロセスにより直流電流が発生する。 
・ 同赤外線レクテナは可動部を持たないソリッドステートデバイスで、熱ストレスの原因となる熱源へ
の直接的な接触が不要。 
・ 集積回路産業で使用するプロセスで一般的な材料により作製できるスケーラビリティーを備え、理論
的にはあらゆる商業用集積回路製造設備で製造が可能。金属のように赤外線を反射させるためのシ
リコンの適切なドーピングが同デバイス製造の課題の一つであった。 
・ 同デバイスは特許取得済みで、他に数種類の特許を出願中。論文で報告した赤外線レクテナは、
840℉(約 450℃)の赤外線ランプで 8nW/㎠を発電（参考として標準的なソーラー電卓では約 5mW を消
費。同電卓の電源として標準サイズの紙よりもやや大きめの赤外線レクテナシートが必要になる）。 
・ アルミニウム層のパターンを現在の 1Dのストライプから 2Dに変更して全偏光方向での赤外線の吸
収や、現在の半波整流から全波整流への整流層の設計変更、より薄いシリコンウェハーに赤外線レク
テナを作製して抵抗によるエネルギー損失を最小限に抑える等、同デバイスのさらなる効率化の多様
な方法が考えられる。 
・ RTG を代替する小型電源としての同赤外線レクテナの実用化の実現は 5 年以内と予想。電力変換
能力の比較的大きな進展の兆しから、熱電デバイスの代替としての可能性もあると考える。 

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

関連情報 

      

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

Power Generation from a Radiative Thermal Source Using a Large-Area Infrared Rectenna 

URL:  https://journals.aps.org/prapplied/abstract/10.1103/PhysRevApplied.9.054040  

  

https://share-ng.sandia.gov/news/resources/news_releases/heat_power/
https://journals.aps.org/prapplied/abstract/10.1103/PhysRevApplied.9.054040
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【ロボット・AI技術分野】  

62-6 

オーストラリ
ア連邦・ 

クィーンズラ
ンド 

工科大学
(QUT) 

    2018/6/25 

ロボット把持のループを閉じる 
(Closing the Loop for Robotic Grasping) 

・ QUT が、物体が散乱し、移動する環境において、物体をより速く正確に把持するロボティック・グラス
ピングシステムを開発。 
・ 制御された環境中で物体を掴んで持ち上げるようにロボットをプログラムするロボティック・グラスピ
ングシステムの課題は、物体の位置が移動するといった変化への俊敏な対応ができないこと。 
・ 同大学が開発した、リアルタイムのクローズドループ把持のための物体に依存しない把持姿勢生成
方法（object-independent grasp synthesis)では、生成的把持の畳み込みニューラルネットワーク
(Generative Grasping Convolutional Neural Network)アプローチが、ピクセル毎で 2 本の指による把持
のクオリティとポーズを予測。シングルパスでの奥行き画像を使用して目の前にある物体をマッピング
することで、ロボットによる意思決定前の多様な把持方法のサンプリングが不要となり、長時間のコン
ピューティングを回避する。 
・ 同アプローチの試験結果では、初めて見る複雑な形状の物体一式および把持試行時に位置が移動
した家庭用品一式で、それぞれ 83%と 88%の把持成功率を達成。また、乱雑に配置した移動する物体
一式では 81%を達成。 
・ 同アプローチでは、現在の深層学習による把持技術における複数の制限を克服。2017 年の
Amazon Picking Challenge で優勝した同大学のロボット、「CartMan」は、物体の入ったごみ箱の中を覗
き、物体の把持に最適な場所を決定してから手探り状態で把持を試みていた。 
・ 新アプローチでは、ロボットが視た物体の画像を約 20 ミリ秒以内に処理することで、物体の把持対
象部分の決定を更新した後に意図的に物体を把持。このことは、特に物体が散乱する空間において
重要。 
・ このような研究は、ロボットの能力に順じて作られた工場等の構造化された環境だけでなく、ロボット
による対応への変化を必要とする、完全な設計や整理がされていない環境でのロボットシステムの利
用を可能にする。 
・ オンラインショッピング用のウェアハウスや青果の収穫等の産業用途で、また家庭用途で床を掃除
するだけでなく、物を片付けるよりインテリジェントなロボットでの利用が考えられる。 

URL:  https://www.qut.edu.au/news?id=132368  

関連情報 

      

arXiv.org (コーネル大学図書館）公開論文(フルテキスト) 

Closing the Loop for Robotic Grasping: A Real-time, Generative Grasp Synthesis Approach 

URL:  https://arxiv.org/pdf/1804.05172.pdf  

62-7 

英国・インペ
リアル・カレ
ッジ・ロンド

ン 

    2018/7/2 

自己学習するバイオニックハンドが「新世代」の人工義肢の火付け役に 
(Self-learning bionic hand could spark ‘new generation’ of prosthetic limbs) 

・ インペリアル・カレッジ・ロンドンとゲッティンゲン大学が、機械学習を利用して性能を向上させたバイ
オニック・ハンドを新たに開発。 
・ 同バイオニック・ハンドのプロトタイプの試験では、義手のモーターを筋電信号で直接制御する既存
技術よりも自然で滑らかな動きを確認。ヒューマン・マシーンインターフェイスにより使用者の意図を読
み取り、バイオニック・ハンドに指示を送信する。 
・ 同バイオニック・ハンドの 8 個の電極が使用者の断端部からの微弱な電気信号を受信し、それらを
増幅してハンドに配置された小型コンピューターに送信。この小型コンピューターが機械学習を作動さ
せて信号を読み取り、使用者の望み通りの挙動をハンドのモーターに指示する。 
・ 同バイオニック・ハンド使用者は、同時、または個別に容易に手首を回す・開くことができた。また、
手をゆっくりと回すと同時に素早く開くなど、これまで使用してきた従来型のバイオニック義手に比して
飛躍的に自然な動きができることを確認。 
・ 使用者独自の電気信号の理解を機械学習アルゴリズムに「学習」させるため、使用者とバイオニック
・ハンドによる事前のトレーニングが必要だが、将来のプロトタイプでは、各使用者への個別化を損な
わずにこのようなトレーニングの省略を考える。 
・ 同バイオニック・ハンドは、使用者によるより自然な動きだけでなく、日常のタスクでの優れた機能性
を提供。3年以内の上市を目指し、個別に指を動かす能力等のより優れた制御の獲得や、使用者の身
体内でのワイヤレス信号送信の実現による電極の排除に向けた研究を実施する。 

URL:  http://www.imperial.ac.uk/news/187035/self-learning-bionic-hand-could-spark-generation/  

関連情報 

      

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

Simultaneous control of multiple functions of bionic hand prostheses: Performance and robustness in 
end users 

URL:  http://robotics.sciencemag.org/content/3/19/eaat3630  

https://www.qut.edu.au/news?id=132368
https://arxiv.org/pdf/1804.05172.pdf
http://www.imperial.ac.uk/news/187035/self-learning-bionic-hand-could-spark-generation/
http://robotics.sciencemag.org/content/3/19/eaat3630
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【蓄電池・エネルギーシステム分野】  

62-8 

英国・ランカ
スター大学 

    2018/6/23 

新炭素材料がリチウムイオン蓄電池の段階的変化の兆しを見せる 
(New carbon could signal step-change for the world’s most popular batteries) 

・  ランカスター大学と中国・吉林大学が、リチウムイオン蓄電池の新しいアノード材料となる、
OSPC-1(organically synthesised porous carbon)と称する多孔質炭素材料を開発。 
・ リチウムイオン蓄電池ではアノード材料には一般的にグラファイトが利用されるが、中程度の充電速
度にて OSPC-1 はグラファイトに比して 2 倍超のリチウムイオン量を吸蔵する。また、グラファイトの 2
倍超の速度でリチウムイオンを吸蔵するため充電速度も 2倍に向上。また放電速度も大幅に向上する
ため、エネルギーを大量に消費するアプリケーションでの利用に適する。 
・ OSPC-1 は、「エグリントンホモカップリング」と呼ばれる複合的な技術を用いて分子レベルにて合
成。炭素-シリコングループからシリコンを除去して炭素同士を結合させ、非結晶で高度に安定した高
導電性の構造を作る。 
・ 同材料では、蓄電池で短絡を起こして爆発・発火の原因となる恐れのあるデンドライトを形成しな
い。また、100 回超の充放電サイクル試験後も劣化の兆候が見られず、グラファイトを超える寿命を有
する。充放電時に膨張と収縮を繰り返すことでき裂が生じやすいグラファイトに比して、OSPC-1のオー
プンフレームワーク構造がこのような脆弱性を回避する。 
・ ただし、安価なグラファイトに比して OSPC-1 は現時点での製造が高コストであるため、初期のアプ
リケーションとしては安全性が最も重視される人工衛星や航空機を想定。同材料作製技術は他の 3D
炭素材料作製にも応用可能で、エネルギー貯蔵、電子デバイス、触媒やガス貯蔵技術等に有用な新
タイプの多孔質炭素材料開発が期待できる。 

URL:  
http://www.lancaster.ac.uk/news/new-carbon-could-signal-step-change-for-the-worlds-mo
st-popular-batteries  

関連情報 

    
 

Angewandte Chemie International Edition 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

A 3‐D Organically Synthesized Porous Carbon 

URL:  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.201805924  

62-9 

ｱﾒﾘｶ合衆国
･ペンシルベ
ニア州立大

学 

    2018/6/28 

自己加熱する急速充電蓄電池が全天候対応型 EV を実現 
(Self-heating, fast-charging battery makes electric vehicles climate-immune) 

・ ペンシルベニア州立大学が、低い外気温度下でも急速充電できる自己加熱式のリチウムイオン蓄
電池を開発。 
・ 従来のリチウムイオン蓄電池では、50℉(約 10℃)を下回る温度下で急速充電が不可能。そのため、
カリフォルニア州等の温暖な地域での EV普及が進む。 
・ 過去の研究で開発した氷点下での電池の消耗を回避する自己加熱する蓄電池の原理を応用し、あ
らゆる温度下（最低で－45℉(約－43℃)）にて 15 分間での急速充電を可能にした。 
・ 自己加熱する同蓄電池では、一端が負端子に接続し、電池の外側に伸びたもう一端が 3 番目の端
子を作るニッケル薄膜フォイルを使用。スイッチに取付けられた温度センサーが、温度が室温を下回る
とニッケルフォイルで電子の流れを発生させて回路を閉じる。これが抵抗加熱によるニッケルフォイル
の急速な加熱を促して電池内部を温め、温度が室温を上回るとスイッチが開いて電池に電流が流れ、
急速充電する。 
・ 加熱から充電への自動的な切り替わりが同蓄電池の特徴。電池内部での制御のため、既存の充電
ステーションの変更は不要。 
・ 同蓄電池のプロトタイプ実証試験の結果、同蓄電池が 32℉(0℃）にて 15 分間充電の 4,500 サイクル
を耐久し、容量損失は僅か 20%であることを確認。これは、約 280,000 マイル(約 451,606km)の距離の
走行と 12.5 年の寿命に相当する。 
・ 同様の条件下における従来の蓄電池の試験結果では、50充電サイクルで容量損失は 20%。 
・ リチウムイオン蓄電池では、50℉(約 10℃)を下回る温度下での急速充電時にリチウムイオンがアノ
ードに円滑に収まることができず、アノード表面に突起状に堆積。このようなリチウムの析出が蓄電池
の容量を低減させ、電流スパイクや危険な状態を引き起こす。これを回避する現行の方法は緩慢な充
電のみ。 

URL:  
https://news.psu.edu/story/526756/2018/06/28/research/self-heating-fast-charging-batte
ry-makes-electric-vehicles-climate  

関連情報 

      

米国科学アカデミー紀要(PNAS)掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Fast charging of lithium-ion batteries at all temperatures 

URL:  http://www.pnas.org/content/early/2018/06/20/1807115115  

  

http://www.lancaster.ac.uk/news/new-carbon-could-signal-step-change-for-the-worlds-most-popular-batteries
http://www.lancaster.ac.uk/news/new-carbon-could-signal-step-change-for-the-worlds-most-popular-batteries
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.201805924
https://news.psu.edu/story/526756/2018/06/28/research/self-heating-fast-charging-battery-makes-electric-vehicles-climate
https://news.psu.edu/story/526756/2018/06/28/research/self-heating-fast-charging-battery-makes-electric-vehicles-climate
http://www.pnas.org/content/early/2018/06/20/1807115115
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【新エネルギー分野（燃料電池・水素）】   

62-10 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・ヒュースト
ン大学(UH) 

    2018/6/29 

UH研究者らが水分解の新しいハイブリッド触媒を開発 
（UH Researchers Report Novel Hybrid Catalyst to Split Water） 

・ UH とカリフォルニア工科大学(Caltech)が、リン化鉄とリン化ニニッケルから構成される安価なハイブ
リッド二機能性触媒を開発。 
・ 同ハイブリッド触媒はアルカリ電解質での水素発生(HER)と酸素発生(OER)の両反応を担い、水分解
による水素生成効率を向上。商業化に適したより低コストでの水素生成の可能性が期待できる。 
・ 水素は燃料電池による電気モーター駆動等の産業利用向けたクリーンエネルギーとして期待されて
いるが、特に水分解により大量に生成する実用的、安価で環境に優しい技術の発見が課題。現在、メ
タン改質や石炭ガス化による水素生成が主流であるが、これらでは二酸化炭素排出の課題あり。 
・ また、水分解で従来使用する触媒の白金族元素によりコストが増大し、大規模な水分解の実現の可
能性を低減させている。 
・ 賦存量の豊富な元素をベースとした同新触媒は、白金族材料を使用した触媒に匹敵する性能を提
供し、水分解技術の商業化が期待できる低コストでのスケールアップの可能性を提示。同触媒では 40
時間超の試験後も安定し、効果を維持したことを確認。 

URL:  
http://www.uh.edu/news-events/stories/2018/june2018/06292018ren-bifunctional-catalyst.
php  

関連情報 

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

High-performance bifunctional porous non-noble metal phosphide catalyst for overall water splitting 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41467-018-04746-z  
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