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【ナノテクノロジー・材料分野】  

81-1 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
パデュー大学 

    2019/5/30 

レーザー技術が次世代エレクトロニクスでのグラフェン利用の可能性を拓く 
(Laser technique could unlock use of tough material for next-generation electronics) 

・ パデュー大学がミシガン大学と中国・華中科技大学と共同で、レーザーを使用してグラフェンにワイ
ドバンドギャップを付与する技術を開発。 
・ 2004 年に発見されたグラフェンは、極めて薄く、強度が鋼鉄の 100 倍で伝熱・導電性に優れ、高速
エレクトロニクスの実現に期待される 2D 材料。シリコンを代替して同材料をトランジスタとして使用す
るには、電流の通電と遮断の切り替えを可能にするバンドギャップの付与が不可欠。 
・ 今回、レーザーショックインプリンティングと呼ばれる技術を用いて、グラフェンに 2.1eV の記録的な
ワイドバンドギャップを持たせることに成功。シリコン半導体のように機能するには、最低でも 0.5eV(前
回記録）のバンドギャップが必要となる。 
・ 同レーザー技術は、化学物質によるドーピングのようにグラフェン自体に影響を与えずに、ひずみ
誘起によりグラフェンの原子と電子構造を変化させる。レーザー強度を変えることで、バンドギャップを
調節できる。 
・ ワイドバンドギャップを維持するだけでなく、0～2.1eVでギャップ幅が調整できるため、利用先に適し
たグラフェン特性が選択できるようになる。 
・ 半導体デバイスへの導入は先となるが、同技術はグラフェンの光学、磁性、熱特性の活用の幅を
広げるものと考える。 
・ 本研究は、米国科学財団(NSF)や全米研究評議会(NRC) Senior Research Associateship を始めと
する複数の組織が支援した。 

URL:  
https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2019/Q2/laser-technique-could-unlock-use-
of-tough-material-for-next-generation-electronics.html  

（関連情報)  

      

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

Asymmetric 3D Elastic–Plastic Strain‐Modulated Electron Energy Structure in Monolayer Graphene 
by Laser Shocking 

URL:  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adma.201900597  

  

海外技術情報(2019 年 7月 12 日号) 

3 

 

    964 

 

《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。 

 

https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2019/Q2/laser-technique-could-unlock-use-of-tough-material-for-next-generation-electronics.html
https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2019/Q2/laser-technique-could-unlock-use-of-tough-material-for-next-generation-electronics.html
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adma.201900597


2 

 

81-2 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ライス大学 

    2019/5/31 

動きをエネルギーに変えるフレキシブルな発電器 
(Flexible generators turn movement into energy) 

・ ライス大学が、レーザー誘起グラフェン(laser-induced graphene: LIG)を利用した、摩擦帯電型ナノ発
電器(triboelectric nanogenerator: TENGs)を開発。 
・ LIG 複合材料を物質の表面に接触させることで得られる摩擦帯電効果で発生する静電気で、ウェア
ラブルデバイスに電力を供給できる。 
・ 折り曲げた状態の LIG をひも状の LED に接続した実験では、LIG を軽く叩くと LED が発光した。サ
イズの大きな LIG を埋め込んだゴムサンダルでは、着用者の歩行でグラフェンの複合材が皮膚に繰り
返し接触して発電し、小型のキャパシタを充電した。歩行中の踵の接地や胴体に対する腕の振りのみ
で、小型デバイスを充電できる可能性があると考える。 
・ LIG は、ポリマー等の材料の表面の化学物質をレーザーで加熱してでできるグラフェンの発泡体。
開発初期の LIG ではポリアミドを使用し、その後、植物、食品、表面加工紙や木材等でも作製してい
る。ポリアミドやコルクを始め、様々な材料で LIG を作製して発電能力や耐久性を調査し、接触帯電に
よる静電気発生能力を定量化した摩擦帯電系列表の両端の材料で最も優れた結果を得た。 
・ 折り曲げた状態の LIG は、負に帯電するポリアミドに正に帯電するポリウレタンの保護コーティング
剤をスプレーしたもの。約 1kV を発電し、5,000 回の折り曲げサイクル後も安定性を維持した。 
・ 最も優れた組合せであるポリアミド LIG 複合材とアルミニウムでは、8mW 超のピークパワーで約
3.5kV を発電した。ゴムサンダルに埋め込んだ LIG では、1km の歩行後、キャパシタに 0,22mJ を蓄電
した。これは、人の動きを利用してウェアラブルセンサー等へ電力を供給するのに充分なエネルギー
貯蔵率と考える。 
・ 本研究は、米空軍科学研究局(AFOSR)が支援した。 

URL:  https://news.rice.edu/2019/05/31/flexible-generators-turn-movement-into-energy/  

（関連情報)  

      

ACS Nano 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Laser-Induced Graphene Triboelectric Nanogenerators 

URL:  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.9b02596  

81-3 
英国・インペリ
アル・カレッジ
・ロンドン 

    2019/6/5 

食品鮮度センサーが消費期限表示に代わり食品廃棄物量を低減 
(Food freshness sensors could replace ‘use-by’ dates to cut food waste) 

・  インペリアル・カレッジ・ロンドンが、食品の鮮度を判別する紙ベースの電子ガスセンサー、
PEGS(paper-based electrical gas sensor)を開発。低コスト、生分解性で安全に使用できる。 
・ 英国の消費者の 3 人に 1 人が消費期限に従って食品を廃棄しているが、125 億ポンドに相当する
毎年廃棄される食品のうちの 60%（420 万トン）は安全に消費できる。同センサーは食品の損傷を検出
し、スーパーマーケットや消費者による食品廃棄物排出量の低減に貢献する。 
・ PEGS は、市販のセルロース紙にカーボンインクで電極を印刷し、近距離無線通信(near field 
communication: NFC)タグと組み合わせたもの。研究室用プロトタイプ PEGSの作製にかかるコストは、
1 個当たり＄2 セント。 
・ PEGS は、肉や魚が腐敗して放出するアンモニアやトリメチルアミンを検出。センサーデータはスマ
ートフォンで読み取り可能。スマートフォンを食品パッケージにかざすだけで消費の安全性を確認でき
る。 
・ パッケージに入った魚と鶏肉の研究室での試験では、PEGS は微量の腐敗ガスを既存センサーに
比してより高速・正確に検出。鮮度や消費適性判断の信頼性に欠ける消費期限日を将来的に代替し
て食品廃棄物量を低減し、安価で小売業者が導入し易いため食品価格の低減も期待できる。スーパ
ーマーケットへの 3 年以内の導入を見込む。 
・ 食品鮮度を判別する既存のセンサーは、日常的な使用には高価過ぎる(パッケージングコストの
1/4 を占める）か、読み取りが難しい。色の変化で判別するタイプのセンサーでは、微小な色変化でも
食品が廃棄される傾向があり、実際に排出量を増加させる。 
・ PEGS は安価で電気的な読み取りで容易に判別できることに加え、湿度 100%の環境(ほとんどのセ
ンサーでは 90%超で作動が困難になる）や、室温下でほとんどエネルギーを使わずに食品の腐敗によ
るガスを選択的に検出する。 
・ PEGSの製造プロセスはシンプルであるため、スクリーンプリンティングやロール・ツー・ロールプリン
ティング等の既存のプリンティング技術を利用した大量製造へのスケールアップが可能と考える。 
・ 食品の他に農薬、空気のクオリティや、呼気中の腎臓疾病マーカーの検出等のアプリケーションも
可能と考えるが、その前に低湿度での感度の調査を実施する。異なる化学物質を個別に検出するセ
ンサーアレーも開発中。 
・ 本研究には、英国工学・物理科学研究会議(EPSRC)が資金を提供した。 

URL:  http://www.imperial.ac.uk/news/191413/food-freshness-sensors-could-replace-use-by/  

  

https://news.rice.edu/2019/05/31/flexible-generators-turn-movement-into-energy/
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.9b02596
http://www.imperial.ac.uk/news/191413/food-freshness-sensors-could-replace-use-by/
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 （関連情報)  

      

ACS Sensors 掲載論文(フルテキスト） 

Cellulose Fibers Enable Near-Zero-Cost Electrical Sensing of Water-Soluble Gases 

URL:  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acssensors.9b00555  

81-4 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ライス大学 

    2019/6/10 

電子機器を代替するフレキシブルなナノチューブフィルムのアンテナ 
(Antennas of flexible nanotube films an alternative for electronics) 

・ ライス大学が、ワイヤレスアプリケーションにおいて銅とほぼ同等の効率性を提供する、カーボンナ
ノチューブ(CNTs)フィルム製のアンテナを開発。強靭、フレキシブルでデバイスに塗布することで使用
できる。 
・ 米国立標準技術研究所(NIST)で実施した同アンテナの試験結果では、一般的に使用される銅フィ
ルムの性能に匹敵する導電性に加え、薄く製造しても高い周波数に対応できることを確認。 
・ ナノチューブベースのアンテナとその元来の特性には、アンテナ放射効率と周波数の関係が適用さ
れなかったが、今回開発したより高度なフィルムの実験では、これを覆す結果が得られた。 
・ 同アンテナは、5、10、14GHz の周波数において金属製アンテナに劣らない性能を提示。現在の Wi-
Fi や Bluetooth でも未利用の、来る 5 世代通信(5G)のアンテナが使用する周波数を目指した。 
・ CNT フィルムの作製では、最長で 8 ミクロンの単層 CNT を溶解した酸ベース溶液を平面に塗り広
げ、せん断応力によって CNT が自己整列する現象を利用。金属の微量積層のバッチプロセスには気
相成長が広く採用されているが、液相プロセスではよりスケーラブルで連続的なアンテナ製造が可能
となる。 
・ CNT フィルムは 1～7 ミクロンの薄さ。銅製のそれを超える機械特性を付与する、強力なファンデル
ワールス力の作用でナノチューブが保持される。 
・ 同 CNT フィルムアンテナは、5G ネットワークに加え、航空機、特に重量が重要となるドローン、石油
・ガス探査でのワイヤレス遠隔測定や、次世代 IoT アプリケーションに適すると考える。 
・ 本研究は、米空軍科学研究局(AFOSR)、米国防省(DOD)および National Defense Science and 
Engineering Graduate Fellowship が支援した。  

URL:  
https://news.rice.edu/2019/06/10/antennas-of-flexible-nanotube-films-an-alternative-for-
electronics-
2/?utm_source=Homepage&utm_medium=antenna&utm_campaign=Homepage%20News  

（関連情報)  

      

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

Carbon nanotube thin film patch antennas for wireless communications  

URL:  https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.5093327  

  

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acssensors.9b00555
https://news.rice.edu/2019/06/10/antennas-of-flexible-nanotube-films-an-alternative-for-electronics-2/?utm_source=Homepage&utm_medium=antenna&utm_campaign=Homepage%20News
https://news.rice.edu/2019/06/10/antennas-of-flexible-nanotube-films-an-alternative-for-electronics-2/?utm_source=Homepage&utm_medium=antenna&utm_campaign=Homepage%20News
https://news.rice.edu/2019/06/10/antennas-of-flexible-nanotube-films-an-alternative-for-electronics-2/?utm_source=Homepage&utm_medium=antenna&utm_campaign=Homepage%20News
https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.5093327
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【電子・情報通信分野】  

81-5 

ｱﾒﾘｶ合衆国･
国立標準技
術研究所

(NIST) 

    2019/6/7 

NIST の赤外光周波数コムがバイオロジカルシグネチャを検出 
(NIST Infrared Frequency Comb Measures Biological Signatures)  

・ NIST が、全赤外帯域の光を高速測定して物質の生物、科学、物理特性を検出する、コンパクトなデ
スクトップ型光周波数コムを開発。 
・ 同光コムは机上の約 60cm ほどのスペースに設置できるサイズで、疾病診断、製造で使用する化
学物質の特定や、バイオマスエネルギーハーベスティング等のアプリケーションが期待できる。 
・ 光の波長(色）を正確に測定する光コムは、多様な設計が可能で次世代原子時計開発やメタン検出
等の環境分野での利用が見込まれているが、赤外光の直接的な生成と測定が困難であることが、生
物学的アプリケーションの開発において後れを取っている原因の一つ。 
・ 今回、同光コムにより、2 万個超の原子から構成されるタンパク質のモノクローナル抗体（バイオ医
薬品産業で治療効果の確証に利用される）の分子指紋を検出して生物学的アプリケーションを実証。
同抗体の 3 つのアミノバンドの特徴的な振動を検出し、過去の研究が示すとおり、同タンパク質の構
造は化学基が平坦に結合したシート状であることを確認した。 
・ 分子は中赤外光領域の周波数で回転・振動するため、同光領域は有用な研究用プローブである
た、広周波数帯域の光源や調整可能な光源、可視光・近赤外光用のような効率的な検出器がこれま
でなかったため、同光領域でのプローブが困難とされてきた。 
・ これらの課題に対処した同新光コムでは、シンプルなファイバーレーザーが、分子の特定に利用で
きる全赤外線領域（3～27 マイクロメートル（約 10～100THz の周波数）の中赤外から遠赤外光の波
長）の光を発生させる。 
・ 同光コムシステムの革新性は、近赤外光領域で作動するフォトダイオード(光検出器）により、吸収
した光の電場を検出することにある。赤外検出を安価な情報通信用フォトダイオードが使用できる近
赤外にシフトできること、また、赤外検出器での液体窒素による極低温冷却が不要になること、という 2
つの利点を提供する。 
・ 生物学的アプリケーションの他に、分子の振動や回転にデータを記憶させる量子コンピューティング
技術に向けた、赤外光と凝縮物質間の相互作用の検出や、新しい撮像技術と組わせることで、現在
では大型のシンクロトロン施設の使用が必要なサンプルのナノスケール画像をデスクトップシステムで
得ることも可能となる。 
・ 本研究には、米国防高等研究計画局(DARPA)、全米研究評議会(NRC)および米空軍科学研究局
(AFOSR)が資金を提供した。 

URL:  
https://www.nist.gov/news-events/news/2019/06/nist-infrared-frequency-comb-
measures-biological-signatures  

（関連情報)  

      

Science Advances 掲載論文(フルテキスト） 

Infrared electric field sampled frequency comb spectroscopy 

URL:  https://advances.sciencemag.org/content/5/6/eaaw8794  

  

https://www.nist.gov/news-events/news/2019/06/nist-infrared-frequency-comb-measures-biological-signatures
https://www.nist.gov/news-events/news/2019/06/nist-infrared-frequency-comb-measures-biological-signatures
https://advances.sciencemag.org/content/5/6/eaaw8794
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【環境・省資源分野】  

81-6 

カナダ・トロン
ト大学 

    2019/5/29 

トロント大学が CO2 捕獲・再利用の経路を短縮する新プロセスを開発 
(Out of thin air: U of T researchers shorten path to capturing and recycling CO2 with new process) 

・ トロント大学が、大気中の CO2 を直接捕獲・リサイクルすることでジェット燃料やプラスチックに変換
する電気化学的プロセスを新たに開発。 
・ 大気中から捕獲した CO2 を様々な製品に変換する技術は他にも存在するが、エネルギーを多量消
費するためコストが上昇し、インセンティブが低減する課題がある。同大学による技術では、エネルギ
ーの損失を回避して全体的なエネルギー効率を向上させる。 
・ 大気からの直接的な CO2 捕獲(Direct-air carbon capture)は、化石燃料の代わりに大気中の CO2
から燃料やプラスチック生成を図る新興技術。カナダでは Carbon Engineering 社が、ブリティッシュコロ
ンビア州のスカーミッシュに建設したパイロットプラントにて同技術を実証中。 
・ 同技術プロセスでは、アルカリ溶液に空気を通して CO2 を捕獲し、同溶液に溶解した CO2 が形成
する炭酸塩を再び CO2 ガスに変換した後、燃料やプラスチックの構成要素となる化学物質を生成す
る。 
・ 炭酸塩から CO2 ガスへの再変換には、化学物質の添加で炭酸塩を固体塩に変換した後に 900℃
超で加熱して CO2 ガスを生成する方法があるが、このような熱の利用により最終製品のコストが上昇
する。 
・ 新技術では、電気で化学反応を促進する新設計の電解槽を採用してこの課題に対処。同電解槽
は、従来の中間加熱プロセスを省略して炭酸塩を CO2 ガスに変換するプロトンの生成に優れたバイ
ポーラ膜と、CO2 ガスを合成ガスに高速変換する銀ベースの触媒を備える。 
・ 同技術は、CO2 を 100%利用して、ワンステップで炭酸塩を合成ガスに転換して精製コストを抑える
もの。新設計の電解槽のように炭酸塩を効果的に処理できるものは他には無い。 
・ 研究室での実験では、35%のエネルギー効率で炭酸塩から合成ガスへの変換能力を実証。電解槽
は安定した作動を 6 日間超維持した。 
・ 同プロセスを産業用にスケールアップするには研究をさらに進める必要があるが、大気からの直接
的な CO2 捕獲と利用の実現可能性を概念実証した今回の研究結果は、炭素循環の実現に向けた重
要な一歩と考える。 
・ 本研究は、カナダ先端研究機構(CIFAR)、Ontario Research Fund およびカナダ自然科学・工学研究
機構(NSERC)が支援した。 

URL:  
https://www.utoronto.ca/news/out-thin-air-u-t-researchers-shorten-path-capturing-and-
recycling-co2-new-process  

（関連情報)  

      

ACS Energy Letters 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

CO2 Electroreduction from Carbonate Electrolyte 

URL:  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsenergylett.9b00975#  

  

https://www.utoronto.ca/news/out-thin-air-u-t-researchers-shorten-path-capturing-and-recycling-co2-new-process
https://www.utoronto.ca/news/out-thin-air-u-t-researchers-shorten-path-capturing-and-recycling-co2-new-process
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsenergylett.9b00975
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81-7 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ワシントン州
立大学(WSU) 

    2019/6/4 

ペットボトル製のジェット燃料で飛行する未来 
(Plastic water bottles may one day fly people cross-country) 

・ WSU が、活性炭触媒を利用した高温熱分解により、プラスチック廃棄物からジェット燃料を生成する
技術を開発。 
・ 分解が困難なプラスチックの化学結合を壊すには、触媒が不可欠。プラスチックには、燃料の主要
成分である水素が大量に含まれる。 
・ 同技術の実験では、約 3mm の米粒ほどのサイズに粉砕した低密度ポリエチレンや飲料水ボトル等
の様々なプラスチック廃棄物を、430～571℃の高温反応塔の活性炭触媒上に配置して燃料を生成。
同触媒は繰り返し利用と活性の再生が可能。 
・ 多様な温度下での数種類の触媒の試験において、最も優れた結果ではジェット燃料 85%とディーゼ
ル燃料 15%の混合生成油が得られた。 
・ 米国環境保護庁(EPA)によれば、2015 年には 2,600 万トンのプラスチックが埋立処理されている。
中国は先般米国とカナダからのリサイクルプラスチックの受け入れ停止を発表。世界の海洋環境に侵
入するプラスチックは少なく見積もっても 4,800 万トンと推算される。 
・ 同技術は、プラスチックの廃棄量を低減すると同時にプラスチックのエネルギーのほぼ 100%を回収
し、高品質の生成油と副生物のガスを産生できる。ジェット燃料を得るには生成油からの分離が必要
(分離しなければ全てディーゼル燃料）。 
・ 容易なスケールアップが可能な同技術のプロセスは、大規模な施設での利用を始め、農場でのディ
ーゼル燃料生成も可能と考える。 
・ 本研究は、米国農務省(USDA) 国立食料農業研究所(NIFA)の Agriculture and Food Research 
Initiative Competitive Grant の資金により実施された。 

URL:  
https://news.wsu.edu/2019/06/04/plastic-water-bottles-may-one-day-fly-people-cross-
country/  

（関連情報)  

      

Applied Energy 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Jet fuel production from waste plastics via catalytic pyrolysis with activated carbons 

URL:  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261919310116?via%3Dihub  

81-8 

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) 

    2019/6/19 

カーボンニュートラルな燃料実現への一歩 
(Carbon-neutral fuels move a step closer) 

・ EPFL が、CO2 を高効率で CO に還元する、鉄原子を使用した触媒を開発。 
・ CO は様々な合成燃料やプラスチック等において不可欠な要素。同大学の Laboratory of Inorganic 
Synthesis and Catalysis (LSCI)では、大気中の CO2 捕獲・リサイクルによるカーボンニュートラルな燃
料の産生方法を研究する。 
・ 金等の貴金属による触媒が現在主流となっているが、新触媒では鉄原子を使用して CO への変換
効率約 90%を達成。貴金属触媒に匹敵する機能を実証。新触媒の活性の理由と作動状態を台湾大学
の X 線吸収分光法で調査した。 
・ 本研究結果は実験的であるが、新たなアプリケーションの可能性を拓くものと考える。また、蓄電池
や水素生成技術と組み合わせて、余剰の再生可能エネルギーを需要と供給のギャップを橋渡しする
製品に転換することも可能。 

URL:  https://actu.epfl.ch/news/carbon-neutral-fuels-move-a-step-closer/  

（関連情報)  

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Atomically dispersed Fe3+ sites catalyze efficient CO2 electroreduction to CO 

URL:  https://science.sciencemag.org/content/364/6445/1091  

  

https://news.wsu.edu/2019/06/04/plastic-water-bottles-may-one-day-fly-people-cross-country/
https://news.wsu.edu/2019/06/04/plastic-water-bottles-may-one-day-fly-people-cross-country/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261919310116?via%3Dihub
https://actu.epfl.ch/news/carbon-neutral-fuels-move-a-step-closer/
https://science.sciencemag.org/content/364/6445/1091
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81-9 

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） 

    2019/6/13 

太陽光と空気から作るカーボンニュートラルな燃料 
(Carbon-neutral fuel made from sunlight and air) 

・ ETH が、太陽光と空気で合成ガスを生成するソーラープラントによる新技術を開発。 
・ 同新技術では、大気から直接抽出した CO2 と水を太陽エネルギーで分解して合成ガスを生成す
る。同大学施設の屋上に設置したソーラープラントにて同新技術の熱化学プロセス全行程を世界で初
めて実証した。 
・ 同熱化学プロセスは、太陽光の全スペクトルを利用した高温度により高効率性と高速反応を促進。
チューリッヒの気候条件下にて、一日当たり 1 デシリットルの燃料を生成する。 
・ 同プロセスでは、大気からの CO2 と水の抽出、太陽-熱化学的な CO2 と水の分解、そして炭化水
素への液化の 3 段階の熱化学的変換工程を経て合成ガスを生成する。 
・ 最初に大気からCO2 と水を吸着・脱着で抽出し、ソーラーリアクタのパラボリックリフレクターの焦点
に供給する。太陽光の 3,000 倍の集光でソーラーリアクタ内に 1,500℃の熱を発生させ、リアクタ中心
部にある酸化セリウムのセラミック構造体が CO2 と水を酸化還元サイクルで分解して合成ガスに変換
する。水素と CO から成る合成ガスは、従来のメタノール合成やフィッシャー・トロプシュ法を経て炭化
水素燃料となる。 
・ EU の『Sun-to-Liquid』プロジェクトの枠組みにおいて、同ソーラープラントの大規模試験をマドリッド
近郊のソーラータワーのソーラーリアクタで実施中。次の目標は同技術を産業レベルにスケールアッ
プし、経済的な競争力を向上させること。 
・ 1K ㎡の面積のソーラープラントでは、一日当たり 20,000 リットルの燃料生成が可能と推算。スイス
の国土面積サイズのプラントでは、理論的には全航空産業で必要な燃料を賄えると考える。同新技術
によるサステナブルな燃料の効率的な産生と、それによる世界の CO2 排出量削減を長期的な目標と
する。 
・ 2 社のスピンオフ企業（2016 年創設の Synhelion 社と 2010 年創設の Climeworks 社）が、それぞれ
ソーラー燃料技術と大気からの CO2 捕獲技術について商用化する。 

URL:  
https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2019/06/pr-solar-mini-
refinery.html  

（関連情報)  

      

EU SUN to Liquid project ウェブサイト 

Sun to Liquid 

Fuels from concentrated sunlight 

URL:  http://www.sun-to-liquid.eu/  

  

https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2019/06/pr-solar-mini-refinery.html
https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2019/06/pr-solar-mini-refinery.html
http://www.sun-to-liquid.eu/
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【新エネルギー分野(燃料電池・水素)】  

81-10 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾌﾞﾙｯｸﾍﾌﾞﾝ国
立研究所

(BNL) 

    2019/6/7 

エタノール燃料電池のための新しいコアシェル触媒 
(New Core-Shell Catalyst for Ethanol Fuel Cells) 

・ BNL とアーカンサス大学が共同で、エタノールから電気エネルギーを抽出する極めて効率的な金ナ
ノコア・白金/イリジウムシェル(Au@PtIr)触媒を開発。 
・ 同触媒は、エタノールのエネルギーを最大限に引き出す理想的な化学的経路でエタノールの電気
的酸化を促進し、エネルギー高密度のオフグリッド電力源としてエタノール燃料電池の利用を後押し
するゲームチェンジャーであると考える。  
・エタノール燃料電池は電池よりも軽く、液体燃料で手軽に燃料補給ができるため、 特に軽量性が重
要なドローンでの利用が期待できる。 
・ エタノールが保有するエネルギーのほとんどは、その分子の骨組みを形成する炭素-炭素結合に
蓄えられている。新触媒は、適切なタイミングでこの結合を解いて、このエネルギーを取り出す働きを
する。 
・ エタノールの完全な電気的酸化反応では、分子毎に 12 個の電子が得られるが、不完全な酸化の
ため炭素-炭素結合が解けずに電子がほとんど得られない反応経路が多くある。また、反応プロセス
初期に水素原子が失われると、炭素原子は一酸化炭素を形成し、これが触媒機能を損なう。 
・ 完全な酸化反応では、プロセス初期に炭素の共有結合を解き、水素原子を保持して炭素原子を保
護することで一酸化炭素の形成を回避し、その後脱水素や酸化のステップに移行する。 
・ これらの反応ステップを高速化する新触媒は、ユニークなコアシェル構造に反応性原子を組合せた
もの。金ナノ粒子の表面に共積層で形成した白金とイリジウムの「単原子のアイランド」において、金
粒子のコアが引張ひずみを誘引し、白金とイリジウム原子による炭素-炭素結合の切断と水素原子の
除去がそれぞれ適切なタイミングで促進される。 
・ 同触媒の記録的なエネルギー変換効率を赤外反射吸収分光法で調査。金ナノ粒子コア/白金シェ
ルおよび白金とイリジウム合金の各触媒での反応性を新触媒と比較して反応中間体と生成物を特定
した結果、新触媒が 12 個の電子を獲得できる完全な酸化経路をエタノールで促進することを確認し
た。 
・ 今後は、同新触媒を導入したデバイス開発を目指す。本研究で解明されたメカニズムの詳細は、他
のアプリケーションに向けた新しいマルチコンポーネント触媒の設計の指針にもなり得ると考える。 
・ 本研究には、米国エネルギー省(DOE)科学局と米国立科学財団(NSF)が資金を提供した。 

URL:  https://www.bnl.gov/newsroom/news.php?a=115562  

（関連情報)  

      

Journal of the American Chemical Society(JACS)掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Direct 12-Electron Oxidation of Ethanol on a Ternary Au(core)-PtIr(Shell) Electrocatalyst 

URL:  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.9b03474  
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