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61-1 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾛｰﾚﾝｽﾘﾊﾞﾓｱ
国立研究所

(LLNL) 

    2018/6/5 

機械学習モデルが物質特性理解の鍵となる現象を予測 
(Machine learning model predicts phenomenon key to understanding material properties) 

・ LLNL、ネバダ-ラスベガス大学、ストーニーブルック大学およびカリフォルニア大学デービス校(UC 
Davis)が、物質の結晶粒界構造のサンプルの抽出や、その低エネルギー構造および準安定状態の特
定を可能にする機械学習をベースとした計算ツールを開発。物質を構成する結晶間での原子の配列
のモデル化に成功した。 
・ 物質の特性や機能に影響する結晶粒界構造は幅広く研究されているが、手動による膨大な数の構
造の調査や挙動の予測には限界がある。 
・ 革新的なアルゴリズムと機械学習をベースとした同ツールは、結晶粒界での原子配列の膨大な空
間の可能性を緻密に調査し、特定の条件下におけるそれらの相互作用を予測。同ツールは材料特性
を予測する方法として、強度、耐熱性や導電性により優れた材料開発におけるブレークスルー達成の
可能性を提供。熱電発電、光ファイバーやレーザー増幅器等の多様なエネルギーアプリケーション材
料の設計に多大な影響を及ぼす可能性が考えられる。 
・ 銅を使用した新モデルを作製して特性を把握し、シリコンやタングステン等の材料と併せた実証と試
験に成功。LLNL の核融合エネルギープログラムでも利用。高温度下で極めて興味深く複雑な変移を
見せる、様々な元素を組合せた機能性セラミクスに向けた同ツールの展開も考える。 
・ 多くの実験的研究により、セラミック材料のドーピングによる粒界の成長挙動の顕著な変移が実証
され、それらの変移と結晶粒界での構造的変移の関連性が見出されているが、それらの予測と制御
は困難。 
・ 同ツールは、結晶粒界での変移に関する確証を初めて提供するもの。結晶粒界の様々な状態を予
測するとともに、実験中に観察される物質特性の急激な変化の理由の解明が可能になる。 

URL:  
https://www.llnl.gov/news/machine-learning-model-predicts-phenomenon-key-understandin
g-material-properties  

関連情報 

  
 

  

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Predicting phase behavior of grain boundaries with evolutionary search and machine learning 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41467-018-02937-2  

  

 

《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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ｱﾒﾘｶ合衆国・
カリフォルニ
ア大学バーク
レー校(UCB) 

    2018/6/8 

次世代のウォーターハーベスターが砂漠での実証試験で空気から新鮮な水を捕獲 
(In desert trials, next-generation water harvester delivers fresh water from air) 

・ UCB が、MOF（金属有機構造体）を使用した次世代ウォーターハーベスターを開発。夜間に砂漠の
空気から吸収した水を日中の太陽の熱で放出させて凝縮・収集し、エネルギー源を追加すること無く
飲料用水を作ることができる。 
・ 夜間の最高 40%から日中には 8%まで低下する相対湿度の環境のアリゾナ州スコッツデールにて同
ハーベースターの実証試験を実施。水を吸収する MOF を増量するだけでハーベスターのスケールア
ップが可能なことを実証。同ハーベスターでは高価なジルコニウム製の MOF-801 を使用しており、
MOF1kg 当たり約 200ｍｌ(約 7 オンス）の水量を得ることが可能と考える。 
・ 同大学はまた、アルミニウムベースの MOF-303 を新たに開発。MOF-801 の約 1/150 の価格で研
究室での実験ではその 2倍の水量を獲得。MOF1kgで 1日当たり 400ｍｌ超(3カップ）の水量が期待で
きる。ウォーターハーベスターの商業化への関心は高く、複数のスタートアップ企業がすでに開発に着
手している。 
・ MOF はフットボール場 6 個分の高表面積を持つとされる多孔質構造で、ガスや液体を容易に吸収
し、加熱により急速に放出する。FC 車の水素燃料貯蔵や CO2 吸収、メタン貯蔵等で様々な種類の
MOFの利用が試みられている。 
・ マサチューセッツ工科大学(MIT)が作製したシンプルなハーベスターで、同大学が数年前に開発し
た MOF-801 を 2g 使用して夜間の空気中の水吸収・日中の太陽熱による放出を試験したが、水の収
集と正確な測定ができず、今年初頭の砂漠での同ハーベスターの試験では水滴が発生したのみであ
った。 
・ 今回、多様に変化する湿度、温度、太陽光の強さの条件下にて水を収集・測定し、最新世代のハー
ベスターの試験を実施。同ハーベスターは入れ子構造で、上部と側面が透明の 2フィート（約 61cm)の
プラスチックの外部箱で囲んだ内部箱に配置された 2 平方フィートの MOF グレインのベッドが空気に
曝されて湿気を吸収する。夜間に外部箱の上部を開けてMOFを空気に曝し、日中に閉じるとこで温室
効果で内部箱を加熱し MOF から水を放出させる。水は外部箱の内側面に凝集して下部に落下し、ピ
ペットで収集される。 
・ 今年晩夏、カリフォルニア州中部のデスバレーにてMOF-303を使用した実証試験を予定。デスバレ
ーでは日中の温度が 110℉（43℃)、夜間でも 70℉(21℃）程度で、夜間の湿度は 25%。 

URL:  
http://news.berkeley.edu/2018/0618/in-desert-trials-next-generation-water-harvester-deli
vers-fresh-water-from-air/  

関連情報  

  
 

  

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

Practical water production from desert air 

URL:  http://advances.sciencemag.org/content/4/6/eaat3198  
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ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2018/6/13 

ほふく、回転、跳躍、キャッチボールする磁性 3D プリント構造体 
(Magnetic 3-D-printed structures crawl, roll, jump, and play catch） 

・ MIT が、磁場で制御できるソフトな 3D プリント構造体を作製するプリンティングプラットフォームとそ
の予測モデルを開発。 
・ 皺を寄せる滑らかな表面のリング、堅く閉じる長尺の管、自動で折り畳まるシートや、ほふく、回転、
跳躍し、移動中のボールをキャッチできる速さで素早く閉じるクモのような「手」、また、微小な丸薬を包
んで卓上を移動させるよう制御できる、といった 3D プリント構造体が作製できる。 
・ これらの 3D 構造体の作製には、磁性の微細粒子を含んだ新タイプの 3D プリントインクを使用。3D
プリンターノズルに取付けた電磁石がノズルからフィードされるインク中の磁性粒子を単一方向に揃え
る。3D プリント構造体中の個別部分での磁性配向を制御することで、多数の個別部分が外部磁場に
反応して複雑な形状へのほぼ即時的な変化や様々な挙動が可能な構造体やデバイスが作製でき
る。 
・ このような 3D プリント構造体は、血管周囲に配置することで血液循環の制御、磁石によるデバイス
誘導で消化器官の撮像、細胞サンプルの抽出、妨害物の除去や特定の場所への薬物輸送等のバイ
オ医療デバイスでの利用が期待できる。 
・ 磁気を利用して制御するこれらの 3D プリント構造体は、ソフトな駆動装置に分類され、他に温度・
pH 変化で膨張するハイドロゲルデバイス、熱や光等で変形する形状記憶ポリマー・液晶エラストマ
ー、空気圧・水圧デバイスや電圧で伸縮する誘電エラストマー等があるが、反応速度が緩慢なこと
や、遠隔制御を妨げる接続チューブ等や高電圧を要する等の課題あり。一方、磁場による駆動は、高
速、強力、身体に無害で遠隔制御も可能。 
・ 均一な配向の磁性粒子構造ではなく、構造中で各磁性粒子の配向が様々に異なる磁性の個別部
分である「ドメイン（領域）」の作製方法を探求。外部磁場に反応して磁性粒子が動く方向により、各ドメ
インが個別に挙動するとし、3D プリント構造体の複雑な接合と挙動の実現可能性を予測。 同 3D プリ
ンティングプラットフォームでは、プリンターノズルの電磁石の配向を変えることで、特定のドメインの磁
性粒子の配向をプリンティング中に調節できる。 
・  磁場によるプリント構造体の変形の予測モデルでは、プリント材料の弾性、構造体中のドメインの
パターン、そして外部磁場の加え方により、構造体の変形・挙動を予測。同予測モデルと、様々な 3D
プリント構造体による実験結果との密接な整合性を確認した。 
・ 3D プリント構造体とドメインパターンを自由に設計し、予測モデルで検証後、多様なアクチュエーシ
ョン機能の構造体を 3D プリントで作製できる。構造、ドメイン、磁場の複合的な情報をプログラムする
ことで、ロボットのようなインテリジェントマシーンの 3D プリントの実現も可能と考える。 

URL:  
http://news.mit.edu/2018/magnetic-3-d-printed-structures-crawl-roll-jump-play-catch-06
13  

関連情報  

  
 

  

Nature 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Printing ferromagnetic domains for untethered fast-transforming soft materials 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41586118-0185-0  

61-4 
中華人民共
和国・中国科
学院(CAS) 

    2018/6/15 

新しいタイプのセルロースナノペーパーを製造                                                                                                                                                               
(Researchers Fabricate New Type of Cellulose Nanopaper) 

・ セルロースナノペーパー（CNP）は、再生可能で軽量、熱膨張性が低く、優れた機械的特性と光学
的特性を備えていることから、電子デバイス、ビジュアルディスプレイ基板、電池、バリア材料等の分
野における用途が考えられる。 
・ しかしながら、セルロースが親水性であるため、CNP は水分に対して敏感に反応する。CNP は、水
分を吸収することによって、強度と耐久性を失う可能性があるため、これまで高湿度環境や水中での
使用は制限されていた。この障害を克服するために、CNP の製造には通常、高価なビルディングブロ
ックや複雑な手法が不可欠だった。 
・ CASは最近、ワンステップで回復可能な(one-step recoverable)有機酸加水分解に加えて、ジメチル
アセトアミド（DMAC）での均質化によって、リグニン含有セルロースナノフィブリル（CNFs）を抽出した。
同CNFsをそのまま使用して、複雑な化学的修飾を施すことなしに強靭かつフレキシブルで、耐水性を
備えた CNP の製造に成功した。 
・ 同 CNP において、残留リグニンは CNF 間の補強剤として作用することが判明した。リグニン含有
CNP（255 MPaおよび 19.7 MJ.m-3）の引張強度および靭性は、リグニンがないもの（179 MPaおよび
12.8 MJ.m-3）よりも、はるかに高いことが示された。 
・ また、CNPの耐水性も著しく向上し、最大湿潤引張強度は 83MPaに達し、これまで報告された CNP
と比較しての中で最高値である。さらに、同CNPは残留リグニンのUV吸収官能基によって、優れた紫
外線（UV）遮断能を示した。 
・ 本研究は、低コスト、クリーンで、持続可能なリグニン含有 CNP の製造方法を示すものであり、多く
の分野における同 CNPの使用の可能性を示している。 

URL:  http://english.cas.cn/newsroom/research_news/201806/t20180614_194193.shtml  

http://news.mit.edu/2018/magnetic-3-d-printed-structures-crawl-roll-jump-play-catch-0613
http://news.mit.edu/2018/magnetic-3-d-printed-structures-crawl-roll-jump-play-catch-0613
https://www.nature.com/articles/s41586-018-0185-0
http://english.cas.cn/newsroom/research_news/201806/t20180614_194193.shtml
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関連情報  

  
 

  

Journal of Materials Chemistry A 掲載論文（アブストラクトのみ：全文は有料） 

Flexible cellulose nanopaper with high wet tensile strength, high toughness and tunable ultraviolet 
blocking ability fabricated from tobacco stalk via a sustainable method  

URL:  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/ta/c8ta01986j#!divAbstract  

【電子・情報通信分野】  

61-5 

オーストラリア
連邦・オースト
ラリア国立大
学(ANU) 

    2018/6/7 

ウェアラブルな医療診断デバイス実現の可能性を拓く新センサー  
(New sensors open door to wearable medical diagnostic device) 

・ ANUが、ウェアラブルな医療診断デバイスで使用できる超小型のオプティカルセンサーを開発。 
・ 同センサーのサイズは人間の毛髪の 1/50で、腕時計等に統合することで糖尿病等の疾病をリアル
タイムで迅速に診断する可能性を提供する。 
・ 同センサーは微細な金ナノ構造と半導体を組合せた構造で、皮膚や呼吸から放出される極めて低
濃度のガスである代謝産物を室温下で検出する高感度性を有し、光のパルスにより疾病のバイオマ
ーカーを容易に追跡できる。電池・ワイヤーや大型で高価な実験室機器が不要。 
・ 医療診断用アプリケーションに加え、農業や宇宙探査等での利用も可能。例えば、植物の病気や
果実の熟成度合い等が検出できる。また、超小型で超軽量なため、小型衛星等に取付けて遠隔の惑
星の探査支援も考えられる。 

URL:  
http://www.anu.edu.au/news/all-news/new-sensors-open-door-to-wearable-medical-diagn
ostic-device  

関連情報  

  
 

  

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

Nanostructured Dielectric Fractals on Resonant Plasmonic Metasurfaces for Selective and Sensitive 
Optical Sensing of Volatile Compounds  

URL:  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.201800931  

61-6 

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) 

    2018/6/7 

ナノテクセンサーが分子の指紋をバーコードに変換 
(A nanotech sensor turns molecular fingerprints into bar codes) 

・ EPFL が、従来の大型・複雑で高価な分光法に代わって分子の光吸収特性を特定できる、コンパク
トで高感度なナノフォトニックシステムを開発。ポリマー、殺虫剤や有機化合物の検出が可能で、
CMOS技術との適合性もある。 
・ ナノスケールで光を捕獲するナノ構造の同システムは、メタピクセルと呼ばれる数百個もの微細な
センサーで覆われた表面を有し、その表面に接触するすべての分子に固有なバーコードを作る。これ
らのバーコードは、人工神経網等の高度なパターン認識と選別技術で分析・分類される。 
・ 有機分子の化学結合では、それぞれが固有の配向と振動モードをもち、それらが各分子の吸光に
影響を与え、各分子に固有のシグネチャを付与する。赤外分光分析では、分子のシグネチャ周波数で
の吸光を調べることでサンプル中に存在する特定の分子を検出するが、この方法による分析には通
常大型で高価な研究室用の機器が必要。  
・ 同フォトニックシステムのメタピクセルはそれぞれが異なる周波数で振動する。分子がメタピクセル
センサー表面に接触すると、分子の吸光状態が接触した全てのメタピクセルの挙動を変化させる。メ
タピクセルはセンサー表面で異なる振動数毎に配置されており、これが分子のバーコードに転換でき
る光吸収のピクセルマップを作る。 
・ 同システムのアプリケーションには、血液サンプル中の各バイオマーカーのバーコードを作成する
ポータブルな医療診断デバイス等が考えられる。 
・ AI を併用することで、タンパク質、DNA、また殺虫剤やポリマー等の化合物の分子のバーコードの
完全なライブラリの作製・分析も可能になり、複合的なサンプル中の微量の化合物を正確・迅速に特
定する新ツールも期待できる。 

URL:  https://actu.epfl.ch/news/a-nanotech-sensor-turns-molecular-fingerprints-int/  

関連情報  

      

Sceince 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Imaging-based molecular barcoding with pixelated dielectric metasurfaces 

URL:  http://science.sciencemag.org/content/361/6393/1105  

  

http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/ta/c8ta01986j#!divAbstract
http://www.anu.edu.au/news/all-news/new-sensors-open-door-to-wearable-medical-diagnostic-device
http://www.anu.edu.au/news/all-news/new-sensors-open-door-to-wearable-medical-diagnostic-device
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.201800931
https://actu.epfl.ch/news/a-nanotech-sensor-turns-molecular-fingerprints-int/
http://science.sciencemag.org/content/360/6393/1105
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61-7 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2018/6/14 

MITエンジニアらがセンサーとして機能する RFID タグを開発 
(MIT engineers configure RFID tags to work as sensors) 

・ MIT が、極超短波(UHF)RFID タグセンサーを開発。グルコースのスパイクを検出し、ワイヤレスでそ
の情報を送信する。将来的には CO等環境中の化学物質等の検出も視野に。 
・ 現在、既存の RFID インフラの利活用を目指した RFID によるセンサーアプリケーションへの関心が
高まっている。電池が不要で安価な RFID タグセンサーを低コストで広範囲のネットワークで使用する
ことで、広範にわたるセンシングの可能性が期待できる。 
・ 近年では電池無しで長時間作動できるパッシブ型 RFID タグのセンサー利用が試みられ、環境中の
特定の刺激への反応で電気特性を変えるようにタグのアンテナを処理することで対応しているが、ア
ンテナベースのセンサーではマルチパス干渉による誤検知や検知もれが起こりやすく、センシング能
力の信頼性に課題あり。 
・ 今回は RFID タグのメモリーチップに着目し、パッシブ型 RFID のような RF エネルギーモードと、セミ
パッシブ型 RFID のようなローカルエネルギーアシストモードの間で切り替え可能な市販の集積チップ
を標準的な無線アンテナをもつ RFID タグに統合。メモリーチップ周りに簡易な回路を構築し、特定の
刺激の検出時のみローカルエネルギーアシストモード（電池付パッシブモード：BAP)への切り替えを可
能にした。 
・ BAP モードでは、パッシブモードでの通常のコードとは異なる新たなプロトコルコードをチップが発信
し、対象となる刺激を検出した信号としてリーダーがこの新コードを受信。このチップベース設計はタグ
によるセンシングと通信を分離させ、アンテナベース設計に比して信頼性に優れた RFIDセンサーを可
能にする。 
・ この新アプローチはまた、環境に大量に設置されたタグによる情報オーバーロードの問題も解決。
ショートレンジのパッシブタグからの情報を継続して解析するのではなく、RFID リーダーを離れた場所
に配置して目的とする情報のみの通信と必要な処理を行う。 
・ RFIDグルコースセンサーを作製して同新アプローチを実証。グルコースオキシダーゼ電解質で満た
されたグルコースセンシング電極では、電解質とグルコースとの相互作用がローカルエネルギー源(電
池)として機能する電荷を放出する。このような電極を RFID タグのメモリーチップと回路に設置すると、
発生した電荷によりチップが 2種類のモード間で切り替わった。 
・ 新モードを検出したリーダーは、これをグルコースの存在を示す信号として処理。グルコース量の増
加でチップの BAPモードがより長時間継続するため、同モード維持時間の測定でグルコース量を判断
できる可能性もある。 
・ この RFID グルコースセンサーの機能は市販のグルコースセンサーには及ばないが、アンテナベー
スセンサーを超える検出機能の信頼性を提供することが今回の目標。新設計ではデータの信頼性が
向上するだけでなく、センシング自体がチップへの追加的なエネルギーを供給するためより効率的。ま
た、通信範囲を拡張して 10m離れた場所でのリーダーの使用も可能となり、リーダーの数量とコストが
低減できる。 
・ 今後はガスの存在で電荷を発生させるようにした多様な電極を同新設計に組合せた RFID 一酸化
炭素(CO)センサー開発を目指す。このように市販の電極を自由に応用できることが、同新設計にスケ
ーラビリティーを付与する。 

URL:  http://news.mit.edu/2018/mit-engineers-configure-rfid-tags-to-work-as-sensors-0613  

関連情報  

  
 

  

2018 IEEE International Conference on RFID (RFID)発表論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

UHF RFID tag IC power mode switching for wireless sensing of resistive and electrochemical 
transduction modalities 

URL:  https://ieeexplore.ieee.org/document/8376201/  

  

http://news.mit.edu/2018/mit-engineers-configure-rfid-tags-to-work-as-sensors-0613
https://ieeexplore.ieee.org/document/8376201/
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【ロボット・AI技術分野】  

61-8 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ジョンズ・ホプ
キンズ大学 

    2018/6/21 

近代的な人工義肢に人間的な触感を与える 
(Bringing a human touch to modern prosthetics) 

・ ジョンズ・ホプキンズ大学が、神経終末を模倣して刺激を感知し、神経衝撃を末梢神経へと送り返
すことで感覚を再現する電子皮膚(e-dermis)を開発。市販の人工義手で使用することで、指先からの
触感や痛み等の感覚をもたらす。 
・ 人工義肢設計や制御機構の進展により、使用者が喪失した機能回復の支援が可能になっている
が、有用な触感的フィードバックや痛みの知覚に欠ける。防御機能の触感覚である痛みを感じること
により、例えばデバイス損傷の未然の防止にもつながる。 
・ 様々な感覚や知覚を中継して脳に送る受容体の複雑なネットワークから構成される人間の皮膚に
着想を得た e-dermis は、いわゆる「幻肢」を再現して腕の末梢神経への非侵襲的な電気的刺激によ
り使用者に情報を伝達。軽いタッチから痛みを伴う不快な刺激にわたる触感覚をユーザーに知覚させ
る、人間の手により近づいた人工義手を初めて実現。 
・ 物体の湾曲（触感と形状の知覚）と、鋭利さ（痛みの知覚）を感知できるシステムの開発に焦点を当
て、人間の神経システムの触感と痛みの受容体を模倣した「ニューロモーフィック・モデル」を作成。人
間の皮膚の受容体がするように、e-dermisによる感覚の電気的なエンコードを可能にする。 
・ 被験者の脳の活動を脳波計で追跡し、これらの感覚を幻肢で感知できたことを確認。その後、経皮
的末梢神経電気刺激(TENS)と呼ばれる非侵襲的な方法で e-dermisのアウトプットをボランティアに接
続。痛みの知覚タスクにおいて、被験者と人工義手が、先端の尖った物体に触れている間の痛みと丸
い物体に触れた際の触感に対する自然な反射的反応を知覚できたことを確認した（温度は感知しな
い）。 
・ 同 e-demis 技術は、人間により近いロボティックシステムや宇宙服等での利用も可能と考える。同
技術の実用化を目指し、さらなる技術進展と、使用者への有用な感覚情報の提供方法のより深い理
解に向けた研究を継続する。 

URL:  https://hub.jhu.edu/2018/06/20/e-dermis-prosthetic-sense-of-touch/  

関連情報  

  
 

  

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

Prosthesis with neuromorphic multilayered e-dermis perceives touch and pain 

URL:  http://robotics.sciencemag.org/content/3/19/eaat3818  

  

https://hub.jhu.edu/2018/06/20/e-dermis-prosthetic-sense-of-touch/
http://robotics.sciencemag.org/content/3/19/eaat3818
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【バイオテクノロジー 環境・省資源分野】 

61-9 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾛｰﾚﾝｽﾊﾞｰｸﾚ
ｰ国立研究所

(LBNL) 

    2018/6/26 

分かれているが一緒：リビング・非リビング触媒の分離と結合の両方を行うことが可能な極薄膜を開
発                                                                          (Separate 
But Together: Ultrathin Membrane Both Isolates and Couples Living and Non-Living Catalysts) 

・ LBNL は、微生物細胞と無機材料を組み合わせることによって、燃料やその他のエネルギー豊富な
化学物質を極めて効率的に作製することを可能にする生物電気化学システムを開発した。同システ
ムは、従来は実験室以外での作製は不可能だったが、LBNL は将来の商業レベルでの規模拡大を可
能にする新しいナノスケール膜を作製した。 
・ 同ナノスケール膜には分子ワイヤーが埋め込まれており、同ワイヤーが、微生物触媒と無機触媒と
を可能な限り最短のスケールで、電気化学的に結合すると同時に、化学的に分離する。この新たなモ
ジュラーアーキテクチャは、化学合成の他に、発電、廃棄物浄化、資源回収などの様々な用途におけ
るスケーラブルなバイオハイブリッド電気化学システム構築の可能性を拓くものである。 
・ バイオハイブリッド電気化学システムでは、酸化還元において、分離している微生物触媒と無機触
媒を用いる。微生物触媒は、複雑な分子の合成を高いレベルで選択的に行い、無機触媒は、最も効
率的なエネルギーを収集することが可能である。 
・ 同システムを設計する上で問題なのは、生体細胞と無機材料のそれぞれの機能を最低化するため
の環境が、本来は化学的に両立しないものであり、毒性、腐食性、効率性低下をもたらす要因となる
ことである。これに対して、従来は、リビング触媒と非リビング触媒とをミリメートルからセンチメートル
単位の距離で物理的に隔てるという手法を取ってきたが、両触媒間のイオン輸送によって引き起こさ
れる抵抗損失（セル電圧の約 25％）により、コストパフォーマンスが悪く、商業レベルへのスケールアッ
プへの阻害要因となっていた。 
・ 新しいバイオハイブリッド電気化学システムでは、アノードにおける酸化反応とカソードにおける還
元反応とが電子の流れを作り、化学エネルギーを電気エネルギーに変換し、その逆のことを行うことも
可能である。概念実証実験では、金属無毒化細菌であるシュワネラ・オネイデンシス (Shewanella 
oneidensis)を無機触媒である二酸化スズ（SnO2）に電気化学的に結合させたところ、シリカ膜は 2nm
の厚さで、酸素やその他の小分子の輸送を阻止しながら、電流のフローを実現させた。 
・本研究は、無機コア - シェルナノチューブアレイの形態で、１平方インチサイズの人工光化学システ
ムを作製した研究や、外側の細胞膜タンパク質がいかにして無機酸化物の表面と相互作用するのか
を分子レベルで明らかにした研究がベースになっている。 
・ 同システムは、再生可能エネルギーを用いて燃料や高価値化学物質を作成するための持続可能
な技術として期待される。 

URL:  
https://newscenter.lbl.gov/2018/06/26/separate-but-together-ultrathin-membrane-both-is
olates-and-couples-living-and-non-living-catalysts/  

関連情報  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Nanoscale membranes that chemically isolate and electronically wire up the abiotic/biotic interface 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41467-018-04707-6  

  

https://newscenter.lbl.gov/2018/06/26/separate-but-together-ultrathin-membrane-both-isolates-and-couples-living-and-non-living-catalysts/
https://newscenter.lbl.gov/2018/06/26/separate-but-together-ultrathin-membrane-both-isolates-and-couples-living-and-non-living-catalysts/
https://www.nature.com/articles/s41467-018-04707-6


8 

 

【新エネルギー分野（太陽光発電）】 

61-10 

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) 

    2018/6/11 

シリコン-ペロブスカイト太陽電池が記録的なエネルギー変換効率 25.5%を達成 
(Silicon-perovskite solar cells achieve record efficiency of 25,2%) 

・ EPFLとCSEM(Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique)が、標準的なシリコンベース太陽
電池にペロブスカイト太陽電池を統合した 2 重接合太陽電池を開発し、25.2%の記録的なエネルギー
変換効率を達成。 
・ 既存の製造プロセスに直接組み込めるシンプルな製造技術で、将来的には変換効率 30%超も視野
に。 
・ 同タンデム太陽電池では、ペロブスカイト太陽電池が青色と緑色の光をより効率的にエネルギーに
変換し、赤色光と赤外光のエネルギー変換に優れるシリコンを補完。2 種類の材料の統合により、太
陽光スペクトルを最大限に利用して発電量を増加させる。 
・ 光を捕獲して反射を防止する約 5μの突起を有するシリコンの表面にペロブスカイトの均一な膜を重
ねることによる効果的なタンデム構造の作製は困難。液状のペロブスカイトはシリコン表面の突起間
に溜まり、突起の先端を残して短絡の原因となる。 
・ 突起を完全にカバーする無機材料ベース層を蒸発法で形成することでこの課題を解決。多孔質の
同層が、スピンコーティング技術により加えられる有機溶液を保持。次に 150℃の比較的低温度で基
板を加熱すると、シリコン突起の上にペロブスカイトの均一な膜が結晶化する。 
・ 従来のペロブスカイト/シリコンタンデム太陽電池の製造方法では、ペロブスカイト膜の積層前にシ
リコン太陽電池の突起を平坦化しており、これが光学特性と性能を低減。また、製造プロセスに多数
の工程の追加が必要だった。 
・ 同太陽電池の商業化にはさらに研究が必要。エネルギー変換効率の向上とペロブスカイト膜の長
期的な安定性の確保に向けた研究を継続する。 

URL:  https://actu.epfl.ch/news/silicon-perovskite-solar-cells-achieve-record-effi/  

関連情報  

  
 

  

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

Fully textured monolithic perovskite/silicon tandem solar cells with 25.2% power conversion efficiency 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41563-018-0115-4  
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