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分野・タイトル・概要  

                                                               公開日 

【ナノテクノロジー・材料分野】  

72-１ 

英国・エクス
ター大学 

    2018/12/3 

グラフェンが「スマートテキスタイル」の新たな可能性を拓く 
(Graphene unlocks new potential for ‘smart textiles’) 

・ エクスター大学の Center for Graphene Science、ポルトガルのアベイロ大学、およびベルギーの
CenTexBel から成る国際研究チームが、衣類製造時に織り込められるグラフェンベースの電子ファイバ
ーを作製する技術を開発。 
・ 現在のウェアラブルエレクトロニクスは基本的にデバイスを布地に接着したもので、材料の硬さや誤
作動の起こしやすさが課題となっている。 
・ 同グラフェンベース電子ファイバーは、広範囲にわたる日常的なアプリケーションから心拍や血圧等
の医療モニタリングでの使用に向けた、ウェアラブルエレクトロニクスデバイス開発に革新をもたらすも
のと考える。  
・ テキスタイル産業で一般的に使用されているポリプロピレン繊維にグラフェンベース電子ファイバーを
統合してタッチセンサーと発光デバイスを作製。同技術により、電極やワイヤ等の追加的な材料を使用
することなく、直接布地にウェアラブルディスプレイを統合できるようになる。 
・ 同技術による電子ファイバーは、フレキシブル、軽量で快適に着用できることに加え、日常生活の活
動に必要な耐久性を有する。 
・ 同大学を含む国際研究チームは、透明でフレキシブルなグラフェン電極を一般的な繊維に埋め込む
技術を 2015 年に開発している。 

URL:  http://www.exeter.ac.uk/news/featurednews/title_695317_en.html  

(関連情報)  

      

npj Flexibile Electronics 掲載論文(フルテキスト） 

Graphene electronic fibres with touch-sensing and light-emitting functionalities for smart textiles 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41528-018-0040-2  

  

海外技術情報(平成 31年 2月 8日号) 
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《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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72-2 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・パデュー大

学 

    2018/12/6 

高温度エレクトロニクスのホットな発明 
(High-temperature electronics? That’s hot) 

・ パデュー大学が、最高で 220℃(428℉)の温度下で安定した導電性を提供する有機プラスチック材料
を開発。 
・ 市販の電子機器は-40℃～85℃までの温度範囲で作動し、この範囲を超えると作動が停止する。 
・ 今回、電荷を輸送する半導体と高温度を耐久する絶縁体の 2種類のポリマーを適切な割合で混合す
ることで、高温度下でも作動できる材料を作製した。混合しやすいこれらの 2 種類のポリマーをほぼ均
等な割合で混ぜあわせることで、厳しい温度下でも形状を維持しながら均一に電荷が移動できる相互
に貫入したネットワークを形成する。 
・ また、同材料は幅広い温度範囲において性能を維持できる。太陽電池やトランジスタ、センサー等は
多くのアプリケーションで大幅な温度変化の耐久が不可欠であるため、高温度下の安定性の課題への
対処はポリマーベースのエレクトロニクスにおいて極めて重要。 
・ 凍結温度下でも作動する有機エレクトロニクスは、高温度で作動するものよりも作製が困難。今後の
研究では同材料の実際の耐久温度(高・低）の限界を見極める実験を実施する。 
・ 本研究には、パデュー大学のスタートアップファンド、Office of Naval Research Young Invesigator 
Program、米国立科学財団(NSF)の CAREER プログラムが資金を提供した。 

URL:  
https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2018/Q4/high-temperature-electronics-thats-
hot.html  

（関連情報)  

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Semiconducting polymer blends that exhibit stable charge transport at high temperatures 

URL:  http://science.sciencemag.org/content/362/6419/1131.full  

72-3 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・ｵｰｸﾘｯｼﾞ国
立研究所
(ORNL) 

    2018/12/18 

新複合材がリグニンを再生可能な 3D プリント材料に改善 
（New composite advances lignin as a renewable 3D printing material） 

・ ORNLが、バイオマスのプロセス後に残るリグニンを利用して 3Dプリンティングインクを作製する技術
を開発。 
・ リグニンのこのような新しい利用方法により、バイオリファイナリープロセス全体の経済性の向上が期
待できる。 
・ リグニンに低温融解のナイロンとカーボンファイバーを組合せた新複合材料は、3D プリンティングプ
ロセスでの押出しと積層間の溶着強度に適した特性に加え、優れた機械特性を有する。 
・ リグニンは、石油ベースの熱可塑性樹脂製の ABS等とは異なり炭化しやすいため、軟化させて 3Dプ
リンタノズルから押出すために加熱できるのは特定の温度のみ。過熱すると大幅に粘性が低下してノズ
ルからの押出しが困難になる。 
・ リグニンとナイロンを組合せた同複合材料では、室温下での硬度が増加して融解粘度が低減するこ
とを発見。同材料はナイロンと同等の引張強度と、ABS樹脂やポリスチレンを下回る粘性を提供する。 
・ 中性子散乱や高度顕微鏡により同複合材料の分子構造を調査した結果、リグニンとナイロンの組合
せによる潤滑効果や可塑化効果の可能性が観られた。 
・ リグニンベースのプリンティング材料開発では初めての試みとなる、リグニンを 40～50%増量した複合
材料も作製。これにカーボンファイバーを 4～16％添加した新複合材料は容易に加熱でき、より高速な
プリンティングに対応して迅速に流れるより強力な最終製品ができる。 
・ 同複合材料について特許出願中。現在、同材料の改良と他のプロセス方法の可能性を探求してい
る。 

URL:  https://www.ornl.gov/news/new-composite-advances-lignin-renewable-3d-printing-material  

（関連情報)  

      

Science Advances 掲載論文(フルテキスト） 

A path for lignin valorization via additive manufacturing of high-performance sustainable composites 
with enhanced 3D printability 

URL:  http://advances.sciencemag.org/content/4/12/eaat4967      

  

https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2018/Q4/high-temperature-electronics-thats-hot.html
https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2018/Q4/high-temperature-electronics-thats-hot.html
http://science.sciencemag.org/content/362/6419/1131.full
https://www.ornl.gov/news/new-composite-advances-lignin-renewable-3d-printing-material
http://advances.sciencemag.org/content/4/12/eaat4967
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72-4 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・ライス大学 

    2018/12/20 

複雑な形状を作る驚異のモーフィング材料 
(Mighty morphing materials take complex shapes)   

・ ライス大学が、加熱によりオンデマンドで可逆的に形状を変化させる液晶エラストマー材料を開発。ソ
フトロボットやバイオ医療アプリケーションでの利用を想定。 
・ 同材料の機能はナノスケールでの液晶とエラストマーの制御によるもの。低温度時にはエラストマー
中の液晶にプロブラムした形状を呈し、熱が加わると液晶が緩んで形状が変化する仕組み。 
・ 室温下で維持される複雑な形状が約 80℃(176℉）の転移温度への加熱により平らなシート状となり、
熱が取れると数分内に盛り上がり元の形状に戻る。 
・ 同技術は長い間利用されてきた 2 段階の化学作用で、液晶のパターンニングが注視されてきたが、
同大学はエラストマーと液晶間のネットワークの相互作用に着目。これらの材料間のバランスを最適化
することで高度な形状変化を実現した。 
・ 単純な伸び縮みといった単軸的な形状変化でなく、2D 形状から 3D 形状、またはある 3D 形状から別
の 3D 形状への変化が可能。 
・ 触れることで現れるスマートフォンのボタンや反応性の高い点字等、身体温度でアクティベーションで
きればアプリケーションの範囲が広がることから、今後は変形への転移温度をさらに低下させる。 
・ また、液晶エラストマー全体を加熱することなく、制御したい部分のみのアクティベートが可能になる
よう光に反応する材料の開発も目指す。 
・ 本研究は、Welch Foundation for Chemical Research、U.S. Army Research Office Chemical Sciences 
Division および Shared Equipment Authority at Rice が支援した。 

URL:  https://news.rice.edu/2018/12/20/mighty-morphing-materials-take-complex-shapes-2/  

(関連情報) 

      

Soft Matterj掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Direct Shape Programming of Liquid Crystal Elastomers  

URL:  http://dx.doi.org/10.1039/C8SM02174K  

72-5 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ大

学 

    2018/12/21 

安全なウェアラブルソフトセンサー 
（A safe, wearable soft sensor） 

・ ハーバード大学が、新タイプの導電性溶液で作製する無毒性の柔らかいウェアラブルセンサーを開
発。 
・ 同センサーは指に取付けるだけで把持強度や手・指の動きを測定。大型でかさ張るセンサーが装着
できない乳幼児の神経運動機能障害等の早期発見を目指した正確な測定での利用を想定した。 
・ 一般的な栄養補助食品のヨウ化カリウムと食品添加物のグリセロールから成る新しい導電性溶液
は、塩水の小滴よりも安全で導電性が従来の生体適合性溶液の 4 倍。そのためノイズの少ないクリー
ンなデータが得られる。 
・ ヨウ化カリウムとグりセロールの混合後、グリセロールがヨウ化カリウムの結晶構造を直ちに破壊し
てカリウムカチオン(K+)とヨウ化物イオン(I-)が形成されて溶液が導電性に変わる。グリセロールは水よ
りも蒸発率が低く、ヨウ化カリウムは極めて溶けやすいため、溶液は広範囲の温度や湿度レベルで安
定すると共に高導電性となる。 
・ 従来の生体適合性ソフトセンサーでは塩化ナトリウムとグリセロールの溶液を使用したが、導電性が
低いためセンサーデータのノイズが多くなり、作製には約 10 時間かかった。新溶液ではこれを約 20 分
に短縮。クリーンなデータも獲得できる。 
・ 乳幼児向けのウェアラブルセンサー開発に着目することで、小型、軽量、非侵襲的なウェアラブルデ
バイスへの多様なセンサー統合の課題が明らかになった。このようなウェアラブルセンサーが実現でき
れば、診断や治療に向けたヒューマン・マシン・インターフェースや VR へのアプリケーションの可能性に
つながると考える。 
・ 今回は成人による試験を実施したが、今後はデバイスの小型化により幼児の手に装着して試験を実
施予定。同大学の Office of Technology Development が同センサー構造に関する知的財産ポートフォリ
オを申請済み。同技術の商業化の機会を探求中。米国立衛生研究所(NIH)が本研究を支援した。 

URL:  https://www.seas.harvard.edu/news/2018/12/safe-wearable-soft-sensor  

(関連情報)  

      

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

Biocompatible Soft Fluidic Strain and Force Sensors for Wearable Devices 

URL:  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.201807058  

  

https://news.rice.edu/2018/12/20/mighty-morphing-materials-take-complex-shapes-2/
http://dx.doi.org/10.1039/C8SM02174K
https://www.seas.harvard.edu/news/2018/12/safe-wearable-soft-sensor
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.201807058
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【電子・情報通信分野】  

72-6 

ｱﾒﾘｶ合衆国
･国立標準
技術研究所

(NIST) 

    2018/12/10 

5Gネットワーク容量の増大とコストの低減を支援する NISTのアンテナ評価方法 
(NIST’s Antenna Evaluation Method Could Help Boost 5G Network Capacity and Cut Costs)  

・ NIST が、第 5 世代(5G)の携帯電話、ワイヤレスデバイスや基地局に向けた最適なアンテナ設計を評
価・選択する手法を開発。5Gワイヤレスネットワーク能力の向上とコストの低減の可能性を提供する。 
・ 5G システムでは、従来の混み合ったワイヤレス周波数帯より高いミリ波周波数帯を使用。この周波
数帯での通信はエネルギーを多量に消費して受信信号を弱める。これを解決する一手法は、信号の送
受信を担う極めて狭小な幅のビーム(ナロービーム）を形成し、それらのビームをあらゆる方向に迅速に
進めることのできる「スマートな」アンテナの導入。 
・ アンテナのビーム幅は、ワイヤレスシステム設計と性能に影響する。NIST の測定ベースの同新手法
により、システム設計者やエンジニアが実用に最適なビーム幅を評価できるようになる。 
・ 同手法は、初期作成のネットワーク設計を良好に機能させ、トライアルアンドエラーによるアプローチ
を不要にすることでコストの低減を可能にする。また、ビーム同士が干渉すること無く、複数のユーザー
に同時又は連続的にデータを送信する新しい基地局の利用を促進し、より高い信頼性でネットワーク容
量の増大とコストの低減を可能にする。 
・ アンテナのビーム幅・方向と環境との相互作用がミリ波信号通信に及ぼす影響について、測定ベー
スの詳細な研究を今回初めて実施。アンテナビーム角度を幅広く網羅した NIST の測定値を、全角度を
等しく含む全方向アンテナパターンに変換。同全方向パターンはより狭小なビーム幅に細かく分割でき
る。ユーザーは特定のワイヤレス周波数帯で見込めるアンテナビームの性能を評価・モデル化できる。 
・ 同手法により、例えば表面反射を回避できる狭小なビーム幅や、相互干渉無く共存できる複数のア
ンテナを可能にするビーム幅等、特定のアプリケーションに最適なアンテナの選択が可能になる。 
・ カスタマイズしたチャネルサウンダ（伝送性能測定器）等の機器を搭載した特殊なロボットを使用し、
NIST の研究施設構内の廊下やロビーにて実験データを収集して同手法を開発。チャネルサウンダは、
送信機と受信機間の信号の反射、回折、散乱を捕獲したデータを収集する。 
・ 本研究の結果、ナロービームが信号の干渉と遅延を大幅に低減させることと、最適なビームの向き
が通信時のエネルギー損失を低減させることを確認。例えば、アンテナのビーム幅が 360 度（全方向）
から 3 度(ペンシルビーム)に減少すると、RMS 遅延スプレッドが 15ナノ秒から約 1.4 ナノ秒となった。 
・ 今後は異なる環境への同手法の適用や、他のワイヤレス周波数帯特性の分析を予定。 

URL:  
https://www.nist.gov/news-events/news/2018/12/nists-antenna-evaluation-method-could-
help-boost-5g-network-capacity-and  

(関連情報)  

      

IEEE Communications Magazines 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Millimeter-Wave Radio Channels vs. Synthetic Beamwidth 

URL:  https://ieeexplore.ieee.org/document/8570040  

  

https://www.nist.gov/news-events/news/2018/12/nists-antenna-evaluation-method-could-help-boost-5g-network-capacity-and
https://www.nist.gov/news-events/news/2018/12/nists-antenna-evaluation-method-could-help-boost-5g-network-capacity-and
https://ieeexplore.ieee.org/document/8570040
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【ロボット・AI技術分野】  

72-7 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ大

学 

    2018/12/6 

ソフトロボットの硬いパーツを取り換える 
(Replacing hard parts in soft robots) 

・ ハーバード大学が、ソフトロボットで使用されている従来の硬い空気弁を代替するソフトな空気弁を開
発。 
・ ソフトな同空気弁の構造では、振動運動の生成やソフトなロジック回路の構築にも利用が可能で、全
体的にソフトなロボットの開発につながる可能性も期待できる。 
・ 近年、ソフトでフレキシブルなエラストマーを使用した、物体の把持や歩行、跳躍が可能なソフトロボッ
トの開発が進んでいるが、ロボットの挙動を作る膨張と収縮は市販の硬い空気弁で制御されている。 
・ 同ソフト空気弁は、上下のチャンバーをシリコン膜で分離したシリンダー型で、下部チャンバーにかか
る空気圧によりシリコン膜が持ち上がり、圧力を解放すると元の状態に戻る。このようなシリコン膜の動
きは、チャンバー内部に同膜を挟んで上下に配置されるチューブの動きによるもの。空気圧の有無によ
り上下部チューブがよじれた状態と真直ぐに伸びた状態を繰り返すことで、効果的な弁のオン・オフ機
能を提供する。 
・ 同ソフト空気弁による物体把持の実証では、複数の指を持つグリッパーに同空気弁を組込み、空気
弁下部チャンバーの空気圧を逃がす微小なベントを追加した。同グリッパーがテニスボールに向かって
下方移動すると、ベントが閉じて下部チャンバーが加圧され、空気弁が作動してグリッパーが自律的に
働く。 
・ また、一定の空気圧の供給による空気弁の振動運動を生成する「フィードバック」システムも構築。同
システムでは、上部チャンバーから下部チャンバーに空気圧を流し、シリコン膜が持ち上がるとその流
れが断たれて下部チャンバーが空気圧を解放し、膜が元の状態に戻るというサイクルを繰り返す。これ
を利用してシャクトリムシのような単純な動きをするロボットを作製。一定の圧力を供給するだけで自律
的に歩行運動を生成する。 
・ 今後は、同空気弁を様々な用途や形態に対応させるための最適化を進める。また、同空気弁は常に
2 種類の状態のどちらかをとることから、ロジック回路を形成するトランジスタとしての同空気弁の利用
可能性も探求する。 
・ 本研究には、米国エネルギー省(DOE)の基礎エネルギー科学局(BES) Division of Materials Science 
and Engineering、Harvard Materials Research Science and Engineering Center、米国立科学財
団)(NSF)、Swedish Research Council、およびカナダ自然科学・工学研究会議(NSERC)の Postdoctoral 
Fellowship が資金を提供した。 

URL:  
https://news.harvard.edu/gazette/story/2018/12/researchers-develop-soft-valves-to-make-
entirely-soft-robots/  

(関連情報)  

      

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

A soft, bistable valve for autonomous control of soft actuators 

URL:  http://robotics.sciencemag.org/content/3/16/eaar7986  

  

https://news.harvard.edu/gazette/story/2018/12/researchers-develop-soft-valves-to-make-entirely-soft-robots/
https://news.harvard.edu/gazette/story/2018/12/researchers-develop-soft-valves-to-make-entirely-soft-robots/
http://robotics.sciencemag.org/content/3/16/eaar7986
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【環境・省資源分野】  

72-8 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・ピッツバー
グ大学 

    2018/12/12 

重曹と水のカプセルで石炭火力発電所の CO2 を捕獲するシステムを構築 
(Pitt professor models a system that can capture carbon dioxide from coal plants using capsules filled 
with baking soda and water)  

・ ピッツバーグ大学とローレンスリバモア国立研究所(LLNL)が、石炭火力発電からの CO2 をより安全
で効率的に捕獲する、安価な材料を使用したマイクロカプセル技術を開発。 
・ 環境への負担も懸念される従来の高価な化学物質のアミンによる CO2 分離回収方法等とは異なり、
同技術では水に溶かした重曹を充填したマイクロカプセルで CO2 を捕獲する。 
・ 同技術による CO2 回収反応器設計では、このようなマクロカプセルを詰め込んだコンテナに発電所
からの排気ガスを通過させてCO2を捕獲する。高温度を必要とする従来の反応器では発電所の運転コ
ストが増加するが、小規模な構造の新技術設計では消費電力がより少なくコストが低減する。 
・ 同マイクロカプセルの微小なサイズが付与する重曹溶液の高表面積により、CO2 吸収速度の緩慢な
溶液を使用した、より迅速な CO2 吸収が可能となる。 
・ 同技術は反応の遅い溶液を効率化するため、ポストコンバッションでの CO2 捕獲に期待できる。低コ
ストの溶液を小規模なシステム構造とより低い運転コストと組合せることで、環境への影響を回避しな
がら石炭・天然ガス発電所の利益の長期的な維持の支援が可能と考える。 

URL:  https://www.engineering.pitt.edu/News/2018/Hornbostel-CO2-microcapsules/  

(関連情報)  

      

Applied Energy 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Packed and fluidized bed absorber modeling for carbon capture with micro-encapsulated sodium 
carbonate solution 

URL:  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261918317355?via%3Dihub  

【新エネルギー分野（燃料電池・水素）】   

72-9 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・カリフォル
ニア大学バ
ークレー校

(UCB) 

    2018/12/13 

ゼリーで作るパワフルな水素生成触媒 
(Researchers use jiggly Jell-O to make powerful new hydrogen fuel catalyst) 

・ UCB が、ゼラチンをスカフォールドとして使用したシンプルな自己組成プロセスにより、高効率な水分
解触媒を安価に作製する方法を開発。 
・ 水分子間の強固な結合を壊すことで得られる水素ガスは、燃料電池のエネルギー源や風力等の間
欠的な再生可能エネルギーの貯蔵に使用できる。その大規模な利用には水素生成反応を高速化する
触媒開発が不可欠。水蒸気改質の水性ガスによる水素生成方法が現在主流となっているが、同方法
では副生物として CO2 を排出する。 
・ 新触媒は、ゼラチンとモリブデン、タングステン、コバルトのいずれかの金属イオンを水に混ぜ、600℃
の加熱で乾燥させて作製する。乾燥が進むことでゼラチン層が自己組成し、ゼラチンが運ぶ金属イオン
も同時に平坦な層に整列する。加熱で起こる金属イオンとゼラチンの炭素原子との反応により、大面積
の金属炭化物ナノ薄膜シートが形成され、未反応のゼラチンは燃焼する。 
・ 作製した触媒の試験の結果、最も効率的なものは炭化モリブデンで、次に炭化タングステン、そして
炭化コバルト（前 2 触媒に比して薄膜形成に劣る）であった。モリブデンイオンに微量のコバルトを添加
すると性能がさらに向上した。他の炭化物がさらに優れた性能を提供する可能性も考えられる。 
・ 同触媒製造プロセスは極めてシンプルであるため、大量製造に向けたスケールアップが容易。同触
媒ではまた、白金と炭素の高性能触媒に近い性能を確認。 
・ 本研究は、Berkeley Sensor and Actuator Center、米国エネルギー省(DOE)の科学局と基礎エネルギ
ー科学室(BES)、中国 Youth 1000- Talent Program および深セン市国家発展改革委員会（NDRC) が
支援した。 

URL:  
https://news.berkeley.edu/2018/12/13/researchers-use-jiggly-jell-o-to-make-powerful-new-
hydrogen-fuel-catalyst/  

(関連情報)  

      

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

Self‐Assembly of Large‐Area 2D Polycrystalline Transition Metal Carbides for Hydrogen 
Electrocatalysis 

URL:  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.201805188  

  

https://www.engineering.pitt.edu/News/2018/Hornbostel-CO2-microcapsules/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261918317355?via%3Dihub
https://news.berkeley.edu/2018/12/13/researchers-use-jiggly-jell-o-to-make-powerful-new-hydrogen-fuel-catalyst/
https://news.berkeley.edu/2018/12/13/researchers-use-jiggly-jell-o-to-make-powerful-new-hydrogen-fuel-catalyst/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.201805188
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72-10 

ｱﾒﾘｶ合衆国
・デラウェア
大学(UD) 

    2019/1/3 

水から得るグリーンな水素 
（Greener hydrogen from water） 

・ UD が、銅-チタン触媒による水の電気分解で水素を生成するプロセスを開発。 
・ 同大学研究チームはこれまで、CO2 をエタノールやエチレン等の有益な化学物質に、また CO2 を酸
素に効率的に転換するプロセスの研究開発を実施。その過程で、賦存量が比較的多く安価な銅-チタン
合金が、水素発生反応で水を水素ガスと酸素に分離できる卑金属ベースの触媒であることを偶然に発
見した。 
・ 現在、天然ガスと高温でメタンから水素分子を取り出す水蒸気メタン改質により水素が生成されてい
るが、CO2 を排出する。 
・ 導電性と伝熱性に優れる銅に微量のチタンを添加すると、銅ーチタン触媒では銅のみの場合に比し
て性能が約 100 倍向上。これらの金属の組合せは、高価な白金ベース触媒の性能に匹敵するような、
水素原子と触媒表面との強力な相互作用を助ける特殊な活性部位を形成する。 
・ 石炭や天然ガスに酸素を加える従来プロセスで生成する化学物質は、CO2 に水素を加える逆化学
反応プロセスでも生成できるため、CO2 削減の多大な可能性を提供する。 
・ 同触媒試験の初期結果では、最高性能の白金触媒の 2 倍超の反応速度での水素生成を確認。同
電気化学プロセスでは、その大部分が 70～176℉(21～77℃)の室温に近い温度下で作用できる。このこ
とが触媒のエネルギー効率を向上させてシステム全体の資本コストを大幅に低減する。 
・ 同プロセスについて、UD の Office of Economic Innovation and Partnerships の支援により特許出願
済み。商業利用には同プロセスのスケールアップが必要。 
・ 今後の研究では、水電解槽のサイズを研究室レベルから商用レベルにスケールアップする方法に取
り組む。また、触媒安定性についても試験を実施予定。他の金属との組合せについて研究を続け、性
能とコスト間の最も優れたバランスを探求する。 
・ 同研究には、米国立科学財団(NSF)、米国航空宇宙局(NASA)および米国エネルギー省(DOE)が資金
を提供した。 

URL:  https://www.udel.edu/udaily/2019/january/greener-hydrogen-catalyst/  

(関連情報)  

      

ACS Catalysis 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Role of Surface Oxophilicity in Copper-Catalyzed Water Dissociation 

URL:  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acscatal.8b01710  
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