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【ナノテクノロジー・材料分野】  

63-1 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
カリフォルニ
ア大学ロサン
ゼルス校
(UCLA) 

    2018/7/18 

ヒート・イズ・オフ: UCLAエンジニアらが世界最高効率の熱管理用半導体材料を開発 
(The heat is off: UCLA engineers develop world’s most efficient semiconductor material for thermal 
management) 

・ UCLA が、他に知られる半導体や金属材料に比してより効果的に廃熱を引き寄せて放散させる新し
い半導体材料の無欠陥ヒ化ホウ素を開発。 
・ コンピューター・プロセッサでは単一チップに 10 億個ものトランジスタを搭載するナノメートルサイズ
への小型化が進んであり、コンピューターの高速化や高機能化を促進しているが、これに伴って発生
する熱の管理はエレクトロニクスの性能最適化における大きな課題の一つ。 
・ トランジスタサイズの縮小化により熱発生量が同じ面積で増加すると、特に熱が集中して温度が上
昇するチップの「ホット・スポット」でプロセッサの速度が低下。また、このようなプロセッサの冷却には
大量のエネルギーを消費する。CPU の熱の発生を抑えることができれば、作動速度の向上や冷却に
要するエネルギー量の低減の可能性が期待できる。 
・ 同大学が初めて開発した無欠陥ヒ化ホウ素は、現在利用されている炭化ケイ素(SiC)や銅等の 3 倍
超の熱伝導性を有し、熱をホットスポットに集中させずに急速に拡散。スマートデバイスから先進的な
コンピューター・データセンター機器まで、あらゆるエレクトロニクスの大幅な性能向上とエネルギー消
費量の低減を促す。 
・ 同材料の半導体特性と実証済みのスケーラビリティーにより、現行の製造プロセスに取り入れるこ
とも可能。コンピューター用の最先端半導体材料を代替し、コンピューター・プロセッサやエレクトロニ
クス等の熱管理設計に革新をもたらす可能性が期待できる。 また、同技術開発では材料中の熱移動
に関する新たな基本原理を発見した。 

URL:  
https://samueli.ucla.edu/the-heat-is-off-ucla-engineers-develop-worlds-most-efficient-se
miconductor-material-for-thermal-management/  

（関連情報)  

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Experimental observation of high thermal conductivity in boron arsenide 

URL:  http://science.sciencemag.org/content/early/2018/07/03/science.aat5522  

  

 

《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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63-2 

カナダ・トロン
ト大学 

    2018/7/27 

クッキングオイルのコーティングが食品加工器具のバクテリアの繁殖を防ぐ 
(Cooking oil coating prevents bacteria from growing on food processing equipment) 

・ トロント大学が、金属表面の微細な傷、き裂やひび等を一般的な調理用油の薄膜で埋めることでバ
クテリアの付着を防ぐバリアを作る技術を開発。 
・ 食品加工に使用する大規模なステンレス鋼器具は洗浄が難しく、繰り返しの使用により器具の表面
にできる微細な傷や溝にはバクテリアやバイオフィルムが付着しやすくなる。器具表面に残る食品残
渣やバクテリアはサルモネラ菌や大腸菌等の微生物に起因する汚染の危険性を高める。  
・ 安全、安価、より効果的にこのようなバクテリアを回避する同新技術の試験では、産業用器具内部
のバクテリアレベルを 1/1000 に低減。食品媒介疾患につがなる交差汚染の危険性を最低限に抑え
る。 
・ 同技術は、ハーバード大学ヴィース研究所が開発した『Slippery Liquid-Infused Porous Surfaces 
(SLIPS)』(表面の微細構造に潤滑層を閉じ込めて超疎水性の滑り易い表面を作る技術 )の原理をベ
ースとしたもの。オリーブ油、コーン油やカノーラ油等の調理用油でも、一般的に使用される強力な化
学物質や消毒剤に代わって食品加工器具を洗浄するより安全な選択肢となる。  
・ 調理油、食品、バイオフィルムタイプを様々に組み合わせた試験を継続し、バクテリアバリアの効率
向上を目指す。また、開発途上国での同技術の使用によるバクテリア感染と死亡率の低減についても
検討予定。 

URL:  http://mse.utoronto.ca/news/10994/  

（関連情報)  

      

ACS Applied Materials & Interfaces 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Food-Safe Modification of Stainless Steel Food-Processing Surfaces to Reduce Bacterial Biofilms 

URL:  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.8b03788  

63-3 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
コネティカット
大学(Uconn) 

    2018/7/30 

「スマートな」機械部品でユーザーに損傷と消耗を知らせる 
(‘Smart’ Machine Components Alert Users to Damage and Wear) 

・ ユナイテッド・テクノロジー・リサーチセンター(UTRC)とUconnが、損傷や摩耗をユーザーに知らせる
「スマートな」機械部品を作製する先進的な 3D プリンティング技術を開発。また、同技術を応用して複
雑な構造や様々な形状のボンド磁石を作製。機能性を持たせたより賢い機械部品の作製を実現し、
製造と製品設計の新しい可能性を拓く。 
・ 直接書込み技術(direct writing technology)の先進的な同 3Dプリンティング技術では、ノズルから射
出する半固体の金属インク(歯磨き粉のような粘度）を使用。金属の微細粉の層をレーザーで溶かす
従来の積層造形方法とは異なる。 
・ 同技術では、3D プリントした抵抗器をそれぞれに接合した平行に並ぶ銀製の導電フィラメントの微
細なラインを機械部品の 3D プリント作製と同時に埋め込む。このような導電性のラインが摩耗センサ
ーとして部品の損傷を検出する。 
・ 相互に連結したセンサーラインに電圧が加わると電子回路を形成。センサーラインは部品の表面か
らより深部へと埋め込まれるため、新しいセンサーラインと抵抗器にはより高い電圧値が割り当てられ
る。可動部の摩擦を原因とした部品の消耗や損傷により、数本のセンサーラインが切断されてその階
層の電子回路が切れる。切断されるセンサーラインが多いほど損傷は大きくなる。このようなリアルタ
イムの電圧の読み取りにより、機械全体を分解することなく部品の摩耗等を判定できる。 
・ 幅 15 ミクロンのセンサーライン(平均的な人間の毛髪は約 100 ミクロン）を 50 ミクロン間隔で部品に
埋め込み、極微小な損傷を検出。このような精緻なセンサーの作製は困難だが、金属インクの流体特
性の最適化によりノズルのつまり等無くミクロンサイズラインの安定した積層を実現した。UTRC が同
技術の特許を出願済み。 
・ また、同 3D プリンティング技術を用いて磁性コーティングした部品や磁性材料を埋め込んだ部品を
作製。これらのボンド磁石は様々な形状での作製が可能で、磁性パーツが必要な機械での個別のハ
ウジングが不要になる。他の機能性部品とのシームレス組合せや、磁石形状の変更による発生する
磁界の制御・最適化等が考えられる。 
・ 磁気特性を低減させる高温度での硬化を要する従来技術に代わり、同技術では低温度の紫外線を
利用するため磁石の性能が飛躍的に向上。磁性材料を部品に直接埋め込むことで、より空力特性に
優れた、軽量で高効率性の新しい製品設計が可能となる。 

URL:  https://today.uconn.edu/2018/07/smart-machine-components-alert-users-damage-wear/  

（関連情報)  

      

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

Direct write fabrication of high-density parallel silver interconnects 

URL:  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214860417302658?via%3Dihub  

  

http://mse.utoronto.ca/news/10994/
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.8b03788
https://today.uconn.edu/2018/07/smart-machine-components-alert-users-damage-wear/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214860417302658?via%3Dihub
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【電子・情報通信分野】  

63-4 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
パデュー大学 

    2018/7/16 

電子ステッカーで大規模な IoTを簡素化 
(Electronic stickers to streamline large-scale 'Internet of Things') 

・ パデュー大学とバージニア大学が、シリコンウェハーからステッカーのように剥がしてセンサーとし
て使用できる小型薄膜電子回路の製造方法を開発。 
・ 従来の製造プロセスの数工程とその関連コストを省き、ハイテクなステッカーを利用することで様々
な物体による周囲環境のセンシングや制御が可能に。長期的にはワイヤレス通信の促進も考えられ
る。 
・ 現在の電子回路では、そのほとんどが平坦で硬い基板のシリコンウェハーに個別に作製されてい
る。シリコンウェハーは電子回路の取り出しに使用される高温や化学的なエッチング処理を耐久する
が、それらによるダメージのため電子回路製造毎に新しいウェハーが必要になる。 
・ 新製造方法は「transfer printing(転写印刷）」と呼ばれ、一枚のウェハーによりほぼ無数の薄膜電子
回路を作製できるため、製造コストを削減。また、同薄膜電子回路は室温下で水に浸すことで簡単に
剥がすことができるため、機械的な剥離ストレスが大幅に低減し環境にも優しい。 
・ 電子フィルムとシリコンウェハーの間に挟まれたニッケル等の延性の金属層により、水中での薄膜
電子回路膜の剥離が可能に。剥離した薄膜電子回路は、切り取り形を整えて様々な物体の表面に貼
りつけることができる。 
・ 花瓶に貼り付けることで植物の成長に影響する温度の変化を検出。また。カスタマイズしたセンサ
ーをドローンに貼り付け、危険地帯での飛行によるガス漏れの検出等も考えられる。 
・ また、薄膜電子回路はシリコンウェハーからの剥離前と後で性能に違いの無いこと、さらに薄膜一
枚の使用による LED ライトディスプレーのオン・オフも実証した。 

URL:  
https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2018/Q3/electronic-stickers-to-streamline-lar
ge-scale-internet-of-things.html  

（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） 

Wafer-recyclable, environment-friendly transfer printing for large-scale thin-film nanoelectronics 

URL:  http://www.pnas.org/content/early/2018/07/11/1806640115  

63-5 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
パデュー大学 

    2018/7/19 

新聞のように印刷して作る未来のエレクトロニクスコンポーネント 
(Future electronic components to be printed like newspapers) 

・ パデュー大学が、超高速電子デバイス用の滑らかでフレキシブルな金属回路を形成する低コストの
ロール・ツー・ロール製造技術を開発。 
・ 既に産業利用されている大規模な金属製造ツールに加え、ロール・ツー・ロールによる新聞印刷と
同等の速度と精度により製造の障壁を取り除き、エレクトロニクス製造を迅速化する。 
・ 現行の技術で製造される金属回路では表面が粗く、電子デバイスの過熱や電池の早期消耗等の
原因となる。また、次世代の超高速デバイスではより微細な金属構成部品を使用するため、ナノスケ
ール製造の高解像度が必要となる。このような「成形限界」がナノスケール解像度での高速製造の障
壁となっている。 
・  今回同大学が開発したロール・ツー・ロール・レーザー誘起超塑性(roll-to-roll laser-induced 
superplasticity)と称する CO2 レーザーを使用した方法は、これらの課題に対処し、表面の滑らかな金
属回路をナノスケールでの製造を可能にする。 
・ 同製造方法では、高エネルギーレーザーショットで金属の短時間の「超塑性的」な挙動を引き起こ
し、ロールスタンプのナノスケール形状へと金属を送り込む。 
・ 同技術を使用したロール・ツー・ロール製造方法により、将来的には光と相互作用して 3D 画像を作
るナノ構造で覆われたタッチスクリーンや、より高感度のバイオセンサーのコスト効果的な製造が期待
できる。 

URL:  
https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2018/Q3/future-electronic-components-to-be
-printed-like-newspapers.html  

（関連情報)  

      

Nano Letters 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Roll-to-Roll Nanoforming of Metals Using Laser-Induced Superplasticity 

URL:  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.8b00714  

  

https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2018/Q3/electronic-stickers-to-streamline-large-scale-internet-of-things.html
https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2018/Q3/electronic-stickers-to-streamline-large-scale-internet-of-things.html
http://www.pnas.org/content/early/2018/07/11/1806640115
https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2018/Q3/future-electronic-components-to-be-printed-like-newspapers.html
https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2018/Q3/future-electronic-components-to-be-printed-like-newspapers.html
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.8b00714
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63-6 
カナダ・アル
バータ大学 

    2018/7/23 

コンピューターのデータ記憶容量を千倍増する技術が完成 
(Scientists perfect technique to boost capacity of computer storage a thousandfold) 

・ アルバータ大学が、現在のコンピューター記憶容量デバイスの容量を千倍増する最も高密度のソリ
ッドステートメモリ技術を開発。 
・ 25セント硬貨(直径約 24mm）ほどの面積に iTune の 4.500 万曲の格納が可能。 
・ 同大学が数年前に開発した水素原子 1 個を高速で除去・再配置する原子スケール回路の製造技
術を使用。同技術が新メモリでのリライトを可能にさせ、飛躍的な効率性を備えたソリッドステートドラ
イブ(SSD)実現の可能性を拓く。 
・ 従来の原子スケールのコンピューター記憶デバイスは極低温度下でのみ安定したが、新メモリは室
温下で作動し、原子レベルで精確。直近のアプリケーションとしてはデータアーカイブが考えられる
が、今後はリード/ライト速度の向上を図り、より多様なアプリケーションに向けた研究を進める。 
・ 新メモリ技術の実証では、1インチ当たり 138TBの密度に英語の全アルファベットをエンコード（米粒
一個に 350,000 文字の記入にほぼ相当）した。 
・ 同大学ではシリコンチップ上で単一原子を制御するナノティップ(nanotip)技術を完成させており、現
在、スピンオフ企業である Quantum Silicon Inc.があらゆる技術セクターで利用できる原子スケール製
造の商業化を目指している。 

URL:  
https://www.folio.ca/scientists-perfect-technique-to-boost-capacity-of-computer-storage-
a-thousandfold/  

 
（関連情報)  

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

Lithography for robust and editable atomic-scale silicon devices and memories 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41467-018-05171-y  

【環境・省資源分野】  

63-7 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ワシントン大
学(UW) 

    2018/8/1 

湖沼や河川の有害な染料の色を無色化するスポンジのような新材料 
(Harmful dyes in lakes, rivers can become colorless with new, sponge-like material)  

・ UW が、水中の染料の色を化学反応により僅か数秒で無色化する、木材パルプから製造した多孔
質スポンジ状材料と微量のパラジウムから成る環境に優しく簡易な新材料を開発。 
・ 衣料の染色や化粧品・玩具等の着色に毎年約 70 万メトリックトン(エンパイアステートビル 2 棟分の
重量）が世界的に生産されている染料は、その約 1/10の量が製造中に廃水流へと放出されて湖沼や
河川等に流れ着き、水草や水生動物の生息地を汚染している。染料による色は極微量でも太陽光を
遮って植物の光合成を妨げて水界生態系の崩壊を招く恐れがある。 
・ このような人工的な着色により光合成を妨げる廃棄染料を無色化することで、植物の成長の正常
化が図れると考える。還元剤を使用した化学的な還元で染料構造を変化させる方法もあるが、この反
応は効率性に欠け数週間を要する。 
・ 新材料は還元剤と共に作用する触媒を含み、無色化のプロセスをほぼ瞬時へとスピードアップす
る。セルロース分子とパラジウムを併せた溶液を加熱してブレンダーで混合した後、精製・フリーズドラ
イを経て再利用可能な多孔質のスポンジ状材料ができる。同材料は 99%超が空気で、その大きな孔を
水が通る際に金属触媒粒子が水を無色化する。 
・ 同材料は使用後でも無色化の能力を維持し、実際のスポンジのように水分を絞り出した後に再利
用が可能。複数回の使用後も欠損の無いこのような軽量の材料の作製は、減色作用粒子を伴う多孔
質構造を維持する必要がある場合は特に困難とされる。 
・ テキスタイル産業で一般的に使用される青色と赤色の染料による研究室での同材料の試験では、
色のついた水が同材料を通過後に無色になったことを確認。また、青色の水の入ったビーカーを同材
料でかき混ぜると約 10 秒後に無色化した。 
・ 染料で汚染された湖沼に小型の同スポンジ状材料を大量に散らせば、同材料が水中でゆっくりと動
き回ることで無色化できると考える。 

URL:  
http://www.washington.edu/news/2018/08/01/harmful-dyes-in-lakes-rivers-can-become-c
olorless-with-new-sponge-like-material/?utm_source=UW%20News&utm_medium=tile&utm_ca
mpaign=UW%20NEWS  

（関連情報)  

      

Applied Catalysis B: Environmental 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Reagentless preparation of shape memory cellulose nanofibril aerogels decorated with Pd 
nanoparticles and their application in dye discoloration 

URL:  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337318305289?via%3Dihub  

  

https://www.folio.ca/scientists-perfect-technique-to-boost-capacity-of-computer-storage-a-thousandfold/
https://www.folio.ca/scientists-perfect-technique-to-boost-capacity-of-computer-storage-a-thousandfold/
https://www.nature.com/articles/s41467-018-05171-y
http://www.washington.edu/news/2018/08/01/harmful-dyes-in-lakes-rivers-can-become-colorless-with-new-sponge-like-material/?utm_source=UW%20News&utm_medium=tile&utm_campaign=UW%20NEWS
http://www.washington.edu/news/2018/08/01/harmful-dyes-in-lakes-rivers-can-become-colorless-with-new-sponge-like-material/?utm_source=UW%20News&utm_medium=tile&utm_campaign=UW%20NEWS
http://www.washington.edu/news/2018/08/01/harmful-dyes-in-lakes-rivers-can-become-colorless-with-new-sponge-like-material/?utm_source=UW%20News&utm_medium=tile&utm_campaign=UW%20NEWS
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337318305289?via%3Dihub
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【蓄電池・エネルギーシステム分野】  

63-8 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
カーネギーメ
ロン大学 

    2018/7/30 

3D プリンティングで作る次世代蓄電池 
(3D printing the next generation of batteries) 

・ カーネギーメロン大学とミズーリ大学が共同で、多孔質で 3D 微細格子構造の電極を作製する革新
的な 3D プリント技術を開発。 
・ 現在、3D プリンティングにより作製が可能で最も優れた多孔質電極は、交差指状(interdigitated)構
造のもの。同構造は充放電中の効率的なリチウム輸送を可能にするが、改善の余地あり。 
・ 3D 微細格子構造の新電極は、(通常は電極容量の 30～50%のみ使用）電極全容量を通した効率的
なリチウム輸送を可能にし、エネルギー容量と充放電速度を大幅に向上させる。 
・ 同 3D プリンティング技術は、3D 蓄電池構造の複雑な形状のプリントにおける飛躍的な進展と、電
気化学的なエネルギー貯蔵のための 3D構造の最適化に向けた重要な一歩となる。2～3年以内での
産業アプリケーションの実現を想定。 
・ 同3Dプリンティング技術は、エアロゾルジェット 3Dプリンティングシステムを活用して開発。エアロゾ
ルジェットシステムは、平面センサーやマイクロスケールのエレクトロニクスのプリンティングにも使用
される。 
・ 従来の交差指状構造電極はノズルから材料を押し出す 3D プリンティング技術で作製されるが、新
技術では個々の液滴を急速に集め合わせることで、従来の材料押出技術では不可能であった複雑な
3D 電極構造をプリント作製できる。 
・ リチウムイオン蓄電池で新電極を使用した結果、ブロック電極に比して充放電容量が 4 倍、また面
積容量が 2倍向上。さらに、40回の電気化学的サイクル後も複雑な 3D格子構造を維持し、機械的強
度を実証。輸送用蓄電池アプリケーションで重要となる高エネルギー密度を提供する。 
・ 同 3D プリンティング技術は、消費者家電、医療デバイス産業、航空宇宙アプリケーションで重要で
あることに加え、微細な電池を要するバイオ医療電子デバイスやマイクロ電子デバイス、より大きなス
ケールでの電子デバイスや小型ドローン、また、同技術でプリントした蓄電池の軽量性と高容量から、
航空宇宙アプリケーションでも有効と考える。 
・ 現在、例えば翼・構造材料の両機能と同時に蓄電池等の機能性材料の役割を担えるドローンのパ
ーツのような、構造材料及び機能性材料として使用できるより複雑な 3D 構造を開発中。 

URL:  https://engineering.cmu.edu/news-events/news/2018/07/30-panat-batteries.html  

（関連情報)  

      

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

3D printed hierarchically-porous microlattice electrode materials for exceptionally high specific 
capacity and areal capacity lithium ion batteries 

URL:  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214860418302379?via%3Dihub  

  

https://engineering.cmu.edu/news-events/news/2018/07/30-panat-batteries.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214860418302379?via%3Dihub
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【新エネルギー分野（太陽光発電）】  

63-9 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ワシントン大
学(UW) 

    2018/7/25 

すると（より多く）光があった：ペロブスカイト太陽電池の品質性能を強化 
(And then there was (more) light: Researchers boost performance quality of perovskites) 

・ UW が、ペロブスカイト半導体を表面パッシベーションにより化学的に処理することで記録的な性能
を達成。同処理により材料中の欠陥が修繕され、吸収した光子を無駄にせずエネルギーに変換する。 
・ 太陽電池は光を吸収して電気に変換するが、高性能の太陽電池は光の放出にも優れており、効率
的に光を放出するほど発電電圧が向上する。ペロブスカイト太陽電池の主要な 1 課題は、吸収し過ぎ
た太陽光が廃熱として無駄になってしまうこと。 
・  ペロブスカイト半導体材料表面にある性能を制限する欠陥を特定し、有機化合物である
TOPO(Trioctylphosphine oxide)を使用した表面処理により、最高性能のヒ化ガリウム半導体に匹敵す
る性能レベルの達成を実証。 
・ TOPO 処理したペロブスカイト半導体の内外でフォトルミネッセンス量子効率の大幅な向上を確認。
内部量子効率が 9.4%から 92%へと 10 倍増した。 
・ 表面処理したペロブスカイト半導体材料の光吸収・放出効率の測定では、太陽電池性能向上を妨
げる固有の材料欠陥の不在を提示。また、放出スペクトルを理論モデルに適合させることで、表面処
理したペロブスカイト半導体材料では理論最大値の 97%の電圧発生が可能であることを確認。これは
最高レベルのヒ化ガリウム太陽電池と同等な上、シリコン太陽電池の 84%を大幅に上回る。 
・ 同材料品質のこのような向上により、標準的な太陽光レベル下でのエネルギー変換効率 27.9％達
成の可能性が理論的に予測され、ペロブスカイト半導体をベースとした太陽電池が最高レベルのシリ
コン製デバイス性能を上回ることも考えられる。 
・ 次の段階では、製造が容易な電極に適合した今回と同様な化学的パッシベーションの実証と別種
類の表面パッシベーションについて実験を実施する。 

URL:  
https://www.washington.edu/news/2018/07/25/and-then-there-was-more-light-researcher
s-boost-performance-quality-of-perovskites/  

（関連情報)  

  
  

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

Hybrid perovskite films approaching the radiative limit with over 90% photoluminescence quantum 
efficiency 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41566-018-0154-z 

63-10 

オーストラリア
連邦・ニュー
サウスウェー
ルズ大学
(UNSW) 

  
 

2018/7/28 

UNSW 研究チームがケステライト太陽電池で変換効率のブレイクスルーを達成 
(UNSW team lands new efficiency breakthrough for emerging solar cell material) 

・ UNSW が、ケステライト硫化物(CZTS)のエネルギー変換効率 10%の壁を打ち破り、標準面積(11.1
㎠)のケステライト型太陽電池のエネルギー変換効率 10%超（11%)を達成。 
・ 同効率は産業利用レベルではないが、賦存量が豊富で安価に入手できる材料の利用で期待できる
成果。 
・ CZTS(Cu2ZnSnS4)は、既に商業利用されている高効率薄膜 PV技術である光起電材料の CIGSか
ら派生した薄膜半導体材料。 
・ CIGS に含まれる希少なインジウム(In)は、現在成長中のフラットパネルディスプレー市場における
高需要により今後も価格の上昇が見込まれる。太陽電池の課題の一つは薄膜太陽電池での希少で
毒性のある材料の使用。 
・ CZTS は、CIGS のインジウム(In)とガリウム(Ga)を亜鉛(Zn)とスズ(Sn)に置き換えた結晶構造を有
し、低コスト、フレキシブル、無毒性で豊富な賦存量という基準を満たす。 
・ CZTS 系材料は、シリコンとの併用で、独立型薄膜 PV としてタンデム型太陽電池での使用も可能。
他の元素を混ぜることで容易にバンドギャップを広げられるのでタンデム型太陽電池の上部セルの高
バンドギャップ要件に見合う。ただし、これには 30%を超えるトータルエネルギー変換効率を達成する
ための 20%超の効率が必要。 
・ また、CZTS の製造には CIGS の製造プロセスが利用できるため、商業レベルでの利用に向けたエ
ネルギー変換効率の向上が重要。 
・ 同大学は、シリコンと併用できる、CZTS 以外の豊富で無毒性の「グリーンな材料」について研究を
進めている。 

URL:  
http://newsroom.unsw.edu.au/news/science-tech/unsw-team-lands-new-efficiency-breakth
rough-emerging-solar-cell-material  

（関連情報)  

  
  

Nature Energy 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Cu2ZnSnS4 solar cells with over 10% power conversion efficiency enabled by heterojunction heat 
treatment 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41560-018-0206-0 

https://www.washington.edu/news/2018/07/25/and-then-there-was-more-light-researchers-boost-performance-quality-of-perovskites/
https://www.washington.edu/news/2018/07/25/and-then-there-was-more-light-researchers-boost-performance-quality-of-perovskites/
http://newsroom.unsw.edu.au/news/science-tech/unsw-team-lands-new-efficiency-breakthrough-emerging-solar-cell-material
http://newsroom.unsw.edu.au/news/science-tech/unsw-team-lands-new-efficiency-breakthrough-emerging-solar-cell-material
https://www.nature.com/articles/s41560-018-0206-0
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