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68-1 

英国・スウ
ォンジー大

学 

    2018/9/25 

スチール開発を後押し- 「バーチャルファクトリー」への￡7 百万の投資が合金開発を加速 
(Boost for steel - £7 million for "virtual factory" will speed up alloy development)  

・ スウォンジー大学は、タタ・スチールとワーウィック大学のワーウィック・マニュファクチャリング・グルー
プ(WMG)と共同で、新しい合金材料の迅速な作製と試験を可能にする『Rapid Alloy Prototyping』プロセ
スを開発中。 
・ スウォンジー大学の MACH1 ラボおよび WMG の ARSC にて開発が進む 同プロセスは、実際の製鉄
所に代わり、研究所等の「ヴァーチャル・ファクトリー」にて試験の大部分を実施できる。 
・ 英国・工学･物理科学研究評議会(EPSRC)が Prosperity Partnership イニシアティブを通じて 700 万ポ
ンドの研究資金を提供し、新合金材料の開発、試験、商業化の加速を目指す。 
・ 現在、新合金材料の開発では多段階にわたる緩慢なプロセスを経ることに加え、数百トンの材料を使
用した高コストな試験を要する。 
・ 同新プロセスでは、現在、1 個のサンプルの試験にかかる時間で 100 個のサンプルを試験し、必要な
サンプル量は僅か数グラム。従来の試験には最大で 900 トンの材料が必要で、そのうち最大 98%が高コ
ストをかけて新しい製品へと再製される。 
・ 同プロセスでは、物理的な試験とコンピューターモデリングを組合せ、数百個の小さなサンプルの強
度、電気・機械特性や耐久性・耐腐食性等を迅速に評価。 
・ 試験データをコンピューターモデルに入力することでモデル精度をさらに向上させ、最終製品特性を
正確に予測する。その後、見込のある特性を示す合金について、より大規模かつ詳細に調査する。 
・ 同プロセスにより、新しく優れた鉄鋼製品のより迅速な製造と供給が可能になる。新合金材料は、高
燃料効率車輌、プラスチックを使用しないパッケージング、ポジティブエネルギービルティング(PEB)等の
様々なアプリケーションにおいて有用。 

URL:  
http://www.swansea.ac.uk/press-office/latest-news/boostforsteel-7millionforvirtualfactorywill
speedupalloydevelopment.php  

(関連情報)  

      

ワーウィック大学 プレスリリース 

The virtual factory – boost for steel innovation with £7 million to speed up new alloy development  

URL:  https://warwick.ac.uk/newsandevents/pressreleases/the_virtual_factory/  

  

 

《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。 

 

海外技術情報(平成 30年 11月 16日号) 
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68-2 

ｱﾒﾘｶ合衆
国・コロン
ビア大学 

    2018/9/27 

ポリマーコーティングでビルを冷却 
（Polymer Coating Cools Down Buildings） 

・ コロンビア大学が、屋外用の高性能 PDRC(passive daytime radiative cooling: 日中の受動放射冷却）
ポリマーコーティング材料を開発。空気冷却器として機能するナノ～マイクロサイズの空孔を有し、ペン
キのように製造・染色でき、屋根、ビル、水タンクやスペースクラフトに塗装できる。 
・ エネルギー大量消費し、強力な温暖化効果の冷却液を使用する高価なエアコン等の空調方法の代
替となり得る PDRC は、太陽光の反射と冷えた空気中への熱の放射により表面が冷える現象。表面に
おいて高い太陽光反射率(R)が取得日射熱を最小化し、高い熱放射(E)が大気への放散熱量を最大化
する場合に最も効果的となり、太陽光下でも熱損失量が大きくなる。 
・ 溶液ベースの位相反転技術を用いて同ポリマーの多孔質構造を作製。空孔とその周囲のポリマー間
の反射率の差により、多孔質ポリマーの空孔が太陽光を拡散・反射する。同ポリマーは白く変色して太
陽の熱を反射しながら、その熱放射性により効率的に大気中へと熱を拡散する。 
・ 同新材料開発は、アクリルやシリコン等のプラスチックやポリマーの優れた熱放射特性とそれらの
PDRC での使用可能性を実証した以前の研究に基づくもの。通常では透明のこれらの材料に、銀の反
射鏡を使用せずに太陽光を反射させることと、使い易さの向上が課題だった。 
・ 同材料は基本的に、紫外線から赤外線までの全太陽光スペクトルを反射する空孔で白色の色素を置
き換えたもの。シンプルで基礎的なこの改良により、ペンキのような利便性と共に、現在最高の PDRC
設計に匹敵する優れた太陽光反射性と熱放射性を獲得した。 
・ 同新材料の高い太陽光反射率(R＞96%)と高い熱放射率(E～97%)により、暖かく乾燥したアリゾナの
砂漠の大気(6℃）やバングラデシュの熱帯の大気(3℃）等の大きく異なる気候下で、それらの環境の温
度を大幅に下回って冷却したことを確認。熱遮蔽手段の利用無く砂漠や熱帯気候での冷却能力の実証
により、冷却が必要な場所での同材料の有効性を確立するものと考える。 
・ 同新材料に色素を加え、冷却能力を有する色付のポリマーコーティングも作製。また、再利用可能
性、生分解性、高温度下での作動可能性にも配慮し、新技術を様々なポリマーに適用してこれらの機能
性が得られることも示した。 
・ 今後は同新材料設計の適用性について改良を進め、完全に生分解性のポリマーや溶液の使用の可
能性を探る。次のステップについて産業界と協議中。 

URL:  https://engineering.columbia.edu/press-releases/polymer-coating-buildings  

(関連情報)  

      

Science 掲載論文(フルテキスト） 

Hierarchically porous polymer coatings for highly efficient passive daytime radiative cooling 

URL:  http://science.sciencemag.org/content/early/2018/09/26/science.aat9513  

  

https://engineering.columbia.edu/press-releases/polymer-coating-buildings
http://science.sciencemag.org/content/early/2018/09/26/science.aat9513
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68-3 

ｱﾒﾘｶ合衆
国・コロン
ビア大学 

    2018/9/28 

革新的な超薄膜「メタレンズ」がフルカラー画像を作る 
(Revolutionary Ultra-thin “Meta-lens” Enables Full-color Imaging) 

・ コロンビア大学が、ナノ構造による光の制御で機能する、紙よりも薄いミクロンの薄さで軽量な平坦な
メタレンズを開発。最高級の複合レンズシステムに匹敵する性能を提供する。 
・ 従来のレンズは、レンズのエッジ部分から中央に向かう光の進行速度を徐々に遅らせる構造で、多
様な経路で進む光をすべて同時に焦点に集める働きをする。このため、従来レンズではエッジ部分より
も中央の部分に厚みを持たせている。 
・ より薄く、軽量で安価なレンズ開発を目指し、2D構造のオプティカルな「メタ表面」の知見を活用して開
発した同メタレンズは、「メタアトム」と呼ばれる多様な形状のピクセル群より構成。個々のメタアトムは光
の波長ほどのサイズで、透過する光を異なる度合いで遅らせる。 
・ 人間の毛髪ほどの薄さの基板にナノ構造の極めて平坦な層をパターニングすることで、厚さと重量の
ある従来のレンズシステムに匹敵する機能を達成。 テレビがブラウン管からフラットスクリーンへと進展
したように、従来の厚くかさ張るレンズシステムを代替する技術となると考える。 
・ 同メタレンズは、単一の光の色だけでなく、連続した光のスペクトルの遅れも適切に分散。その超薄
型により、カメラ、顕微鏡やメガネ等の光学機器や撮像デバイスのサイズと重量を大幅に低減する可能
性が期待できる。 
・ 同メタレンズ作製には、コンピューターチップの製造技術で使用される標準的な 2D プラナー製造技術
を利用。最大で 100 層を必要とするコンピューターチップに比して、メタレンズは 1 層のナノ構造で構成さ
れるため、半導体チップ工場でより簡便に大量製造が可能。従来レンズのようなコストと時間のかかる
研磨プロセスも不要。 
・ 同メタレンズは、近赤外光の 1.2～1.7 ミクロンの波長を同一の焦点に同時に集めるため、近赤外域の
「色鮮やかな」画像が作成できる。あらゆる偏光状態の光を焦点に集めることができるため、偏光が制
御できる研究室に加え、自然光のランダムな偏光下でも機能する。また、透過光も使用できるため、オ
プティカルシステムへの統合も可能。 
・ 今後は、同メタレンズの効率向上に向けて新設計を開発し、フラットレンズが極僅かな入射光のエネ
ルギーを反射させたり、望ましくない方向へと散乱させる問題に対処する。また、同メタレンズ技術の進
展とライセンシングについて企業との話し合いを進める。 

URL:  https://engineering.columbia.edu/press-releases/nanfang-yu-flat-lens  

(関連情報)  

      

Light: Science & Applications 掲載論文(フルテキスト) 

Broadband Achromatic Dielectric Metalenses 

URL:   https://www.nature.com/articles/s41377-018-0078-x  

68-4 
ｱﾒﾘｶ合衆

国・バッファ
ロー大学 

    2018/10/3 

スマートフォンと新しい金のバイオセンサーを使ったポータブルなガン診断 
（Portable cancer test uses smartphone, new gold biosensor) 

・ バッファロー大学率いる研究チームが、表面プラズモン振動(SPR)を利用したがんを検出する金のバ
イオセンサーシステムを開発。コンピューターやスマートフォン等の安価なツールと組み合わせること
で、血液サンプルからがんのバイオマーカーを特定する。 
・ 同システムの予備試験では、病院で実施する診断試験と同等の効果を確認。同システムをさらに向
上させて個人が使用できるようにすれば、がんの早期発見により、より効果的な治療が可能となる。特
に、ヘルスケアにスマートフォンやコンピューターほどの普及が観られず、疾病診断設備へのアクセスが
限られる開発途上国において有用と考える。 
・ 同システムの試験では、ガラススライドに取付けた金バイオセンサーの上に肺がん患者の血液サン
プルを配置し、血液サンプルとバイオセンサーに LED ライトを照射。血液には肺がんのバイオマーカー
を含有するエクソソームが含まれ、このバイオマーカーがバイオセンサーにバインドすると LED 光の強
度が変わる。血液サンプル配置前後の光の強度の変化を測定することで、バイオマーカーを検出する。
これは、表面プラズモン共振や SPR センシングとしてして知られる方法。 
・ スマートフォンと併用する試験では、カメラに同バイオセンサーを取り付けることで、上皮成長因子受
容体(EFGR)を含んだエクソソームのリアルタイム画像を獲得。EFGR は、非小細胞性肺がん患者に多く
観られるタンパク質で、スクリーニング検査や早期発見のためのバイオマーカーとして使用できる。 
・ 同システムではまた、免疫系によるがん細胞への攻撃を停止させるタンパク質である、プログラム細
胞死リガンド-1（PD-L1）と呼ばれるバイオマーカーの検出も可能。肺がん患者の PD-L1 レベルを測定
することで、新タイプの免疫治療法である免疫チェックポイント阻害方法の効果を評価する。 
・ これらの試験の結果、同システムのセンシング精度がエライサ法(ELISA)等の標準的ながん診断試験
に匹敵することを確認。小型でポータブル・使用が容易で、現行の診断ツールに比して低コストで製造で
きる同センサーは、ヘルスケアサービスにアクセス不可能な地域での使用に理想的であると考える。 
・ 本研究は、米国立科学財団(NSF)の Division of Industrial Innovation and Partnerships および米国立
衛生研究所（NIH）が支援した。 

URL:  http://www.buffalo.edu/news/releases/2018/10/010.html  

https://engineering.columbia.edu/press-releases/nanfang-yu-flat-lens
https://www.nature.com/articles/s41377-018-0078-x
http://www.buffalo.edu/news/releases/2018/10/010.html
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(関連情報)  

      

IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Plasmonic Interferometer Array Biochip as a New Mobile Medical Device for Cancer Detection 

URL:  https://ieeexplore.ieee.org/document/8439005  

【電子・情報通信分野】  

68-5 

ｱﾒﾘｶ合衆
国・ﾊｰﾊﾞｰ

ﾄﾞ大学 

    2018/9/24 

ビッグデータのためのスモールモジュレーター 
(Small modulator for big data) 

・ ハーバード大学が、現在のニオブ酸リチウム(LN)モジュレーターの 1/100 のサイズで効率性が 20 倍
の集積型オンチップモジュレーターの設計と作製技術を開発。 
・ 本研究結果は、集積型オプトエレクトロニクスにおける主要な技術ブレイクスルーを実証するもので、
次世代の量子・古典光通信とコンピューティングにおける広範囲なアプリケーションを可能にする、大規
模な超高速、超低損失のフォトニック回路開発につながると考える。 
・ 同大学研究チームによるスタートアップである HyperLight が、同技術に関連する基礎的な知的財産
について商業化を目指す。多大な商業的影響を及ぼす可能性を示す研究プロジェクトに移行資金を提
供 す る 、 同 大 学 の Harvard's Office of Technology Development(OTD) の Physical Sciences & 
Engineering Accelerator が資金を提供し、同スタートアップの立ち上げに向けて同技術の商業化の準備
を進めている。 
・ 光ファイバーケーブルで電子データを光情報に変換する LN モジュレーターは、現代の情報通信を支
えているが、従来の LN モジュレーターは高価でかさ張り、エネルギーを大量に消費する。 
・ LN モジュレーターの駆動には、標準的な CMOS 回路が供給する電圧量(1V)を大きく上回る 3～5V を
要するため、エネルギーを多く消費する増幅器がその駆動に別途必要となり、これがチップスケールで
のオプトエレクトロニクス集積化を制限している。 
・ 今回、LN を微細なチップに集積することにより、CMOSに適合するレベルに駆動電力を低減。また、こ
れらの微細なモジュレーターは、最大で 210 Gbit/s までのデータ伝送速度をサポートする。 
・ 高集積だが高性能のオプティカルモジュレーターは、オプティクスとデジタルエレクトロニクスのより密
接な統合において極めて重要であり、光ファイバーにおいて未来のオプト-エレクトロニックプロセスエン
ジンの実現を導くもの。しかし、LN は多くの分野において微細レベルでの取り扱いが困難とされており、
実際の集積型オンチップアプリケーションが不可能だった。 
・ 同大学が以前開発・実証した、標準的なプラズマエッチングで LN 薄膜にマイクロ共振器を彫り込んで
高性能の LN 微細構造を作製する技術と特殊設計した電子コンポーネントを組合せ、新しい高性能オン
チップモジュレーターの設計と製造を可能にした。 
・ 従来、モジュレーターの小型化や集積化と高性能化はトレードオフの関係にあり、現在の集積型モジ
ュレーターではチップ上での伝播により光の大半を失ってしまうが、今回、このような損失を大幅に低減
しながら光を制御できた。 
・ コンピューティング技術におけるトランジスターの役割のように、モジュレーターは情報技術の基礎を
成す重要なコンポーネントであるため、アプリケーションの範囲は広い。同一のプラットフォームに他のコ
ンポーネントと共に集積可能なこのようなモジュレーターの開発により、次世代の長距離オプティカルネ
ットワーク、データセンターオプティカルインターコネクト、ワイヤレス通信やレーダー、センシング等にお
ける実用的なソリューションの提供が期待できる。 

URL:  https://www.seas.harvard.edu/news/2018/09/small-modulator-for-big-data  

(関連情報)  

      

Nature 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Integrated lithium niobate electro-optic modulators operating at CMOS-compatible voltages 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41586-018-0551-y 

  

https://ieeexplore.ieee.org/document/8439005
https://www.seas.harvard.edu/news/2018/09/small-modulator-for-big-data
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68-6 

ｱﾒﾘｶ合衆
国・ワシント
ン州立大学

(WSU) 

    2018/9/27 

WSU 研究者らが糖で発電して疾病を検出・防止するセンサーを開発 
(WSU researchers develop sugar-powered sensor to detect, prevent disease) 

・ WSU が、体液中のグルコースをバイオ燃料として使用するセルで作動し、生体信号のモニタリングに
より疾病を検出、防止、診断する埋め込み型センサーを開発。 
・ 疾病を検出するセンサーの多くは、充電を要するスマートウォッチや埋め込みが不可能な皮膚に貼り
付けるパッチ式のもの。新開発のセンサーは、糖尿病のような特定の疾病診断での針による採血も不
要。 
・ 人間は、体液に含まれる血糖や乳糖による大量の燃料を皮膚や口の周辺に有する。このようなバイ
オ燃料セルを使用することで、身体を燃料として利用する可能性が期待できる。 
・ 同センサーの電子回路は最先端の設計と製造方法によるもので、高感度であるが消費電力は僅か
数マイクロ W。バイオ燃料セルと組み合わせれば、従来の電池駆動デバイス以上の高効率化が期待で
きる。身体のグルコースを使用するため、センサーへの継続的な電源供給が可能。例えば、皮膚の下で
生成される糖で作動させることもできる。 
・ 同バイオ燃料セルは、一般的に使用されるリチウムイオン蓄電池と異なり、完全に無毒性のため身
体への埋め込みが可能。また、従来のバイオ燃料セルを上回る安定性や感度も備え、大量生産により
安価に製造できる。 
・ 研究室での同センサー試験は完了。今後は毛細血管での試験と実証を目指すが認可が必要。また、
同バイオ燃料セルの出力改善と増大を試みる。 
・ 本研究は、WSU の Grand Challenges シードグラント資金により実施。 

URL:  
https://news.wsu.edu/2018/09/27/researchers-develop-sugar-powered-sensor-detect-preve
nt-disease/  

(関連情報)  

      

IEEE Transactions on Circuits and Systems I 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

From Battery Enabled to Natural Harvesting: Enzymatic BioFuel Cell Assisted Integrated Analog 
Front-End in 130nm CMOS for Long-Term Monitoring 

URL:  https://ieeexplore.ieee.org/document/8470259  

68-7 

ｱﾒﾘｶ合衆
国・コロン
ビア大学 

    2018/10/8 

コロンビア大学のエンジニアらが最も小型の集積型カー周波数コム発生器を開発 
(Columbia Engineers Build Smallest Integrated Kerr Frequency Comb Generator)  

・ コロンビア大学が、マイクロレゾネーターとレーザーを初めて統合し、システム全体と消費エネルギー
の大幅な縮小を可能にするカー光周波数コム発生器を開発。 
・ 物理学から医療診断、安全保障、通信等、広範囲のアプリケーションで超高速処理を可能にする光
周波数コム源の課題は、小型化、ロバスト性と携帯性の向上。モノリシック・チップベースのマイクロレゾ
ネーターにより人間の毛髪を下回る微細化を実現しているが、大型、高価でエネルギーを大量に消費す
る外部レーザーを使用している。 
・ 新カーコムは、レーザー空洞の半分が光学利得の高い半導体導波路で、後の半分が極めて低損失
材料の窒化ケイ素導波路という設計。ファイバーによる他デバイスとの接続が不要で、コンパクトでエネ
ルギー高効率のフォトニックチップ上に全て集積できる。 
・ 窒化ケイ素導波路の光学損失が低いほど、光コムの発生に要するエネルギーが低くなるという知見
から同大学が昨年実証した高透過性低損失導波路が、オンチップの光コム発生に必要なエネルギー量
を低減させる鍵となった。 
・ また、レーザーキャビティの端にマイクロレゾネーターを直接配置することで、光の反射でリングをレ
ーザーの反射鏡のように機能させ、レーザーの完璧なアライメントの維持に寄与する。従来のように標
準的な外部レーザーを使用してマイクロレゾネーターで光コムを励起させるのではなく、レーザーとレゾ
ネーターを新しい方法で相互作用させる自由なレーザー設計を可能にした。 
・ 新カーコムは、全光学部品がミリメートルスケールの面積に納まり、一般的な単三電池でエネルギー
を供給できるほど高効率。このようなコンパクトサイズと低エネルギー要件により、研究室のテーブルト
ップサイズを離れて超精密光学時計、自動運転車の LIDAR や、生物・環境マーカーを検出する分光法
等でのポータブルでウェアラブルな光コムデバイス開発の可能性を拓く。 
・ 今後は、高精密測定・検出に向けた多様なコンフィギュレーションでの同デバイスの適用と、化学物質
や生物因子の検出に効果的な中赤外等の波長域で作動する設計への拡張を予定。Columbia 
Technology Ventures との協力により、仮特許出願済み。同デバイスの商業化について検討中。 

URL:  https://engineering.columbia.edu/press-releases/smallest-kerr-frequency-comb-generator  

(関連情報)  

      

Nature 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Battery-operated integrated frequency comb generator 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41586-018-0598-9  

https://news.wsu.edu/2018/09/27/researchers-develop-sugar-powered-sensor-detect-prevent-disease/
https://news.wsu.edu/2018/09/27/researchers-develop-sugar-powered-sensor-detect-prevent-disease/
https://ieeexplore.ieee.org/document/8470259
https://engineering.columbia.edu/press-releases/smallest-kerr-frequency-comb-generator
https://www.nature.com/articles/s41586-018-0598-9
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【環境・省資源分野】  

68-8 

オランダ・
アイントホ
ーフェン工

科大学
(TU/e) 

    2018/10/12 

石炭から液化燃料への転換における CO2 捕獲の可能性を拓く新しい触媒 
(New catalyst opens door to CO2 capture in conversion of coal to liquid fuels) 

・ TU/e と北京低碳清潔能源研究所(National Institute of Clean-and-Low-Carrbon Energy in Beijing)
が、石炭液化燃料(CTL)プロセスで排出する CO2 の大量捕獲と運転コストの大幅な低減が期待できるイ
プシロン鉄炭化物触媒を開発。 
・ 石炭を一酸化炭素(CO)と水素(H2)から構成される合成ガスに転換し、フィッシャー・トロプシュ反応で
液体燃料を生成する CTL プロセスでは、水性ガスシフト反応で合成ガス中のいくらかの CO を CO2 に転
換することで、最終製品の液体燃料確保のために合成ガスの組成を変更する。 
・ 本研究では、鉄ベースの触媒を使用するこのような CTL プロセスにおいて、CO の 30%が不要な CO2
に転換されてしまうフィッシャー・トロプシュ反応炉での課題に対処。この CO2 は捕獲が困難なため大量
に放出され、多量のエネルギーを無駄に消費する。 
・ コバルトベースの CTL 触媒ではＣO2 放出の問題は無いが、高価であることと、コバルト消費の大半
が蓄電池での利用によるものであり、供給量が急速に不足する問題がある。  
・ このような CO2 の放出の原因が、複数の構成要素から成る鉄ベース触媒の低純度であることを発見
し、鉄炭化物の純粋な形態である極めて低 CO2 選択性の（=CO2 を全く放出しない）イプシロン鉄炭化物
触媒を作製した。 
・ イプシロン鉄炭化物の存在は知られていたが、厳しいフィッシャー・トロプシュプロセスに適う安定性が
得られなかった。今回開発した純位相のイプシロン鉄炭化物は、23bar・250℃の標準的な産業プロセス
条件下においても安定し、機能を維持する。 
・ 同触媒は、フィッシャー・トロプシュ反応炉における CO2 発生をほぼゼロに抑えるため、標準的な CTL
プラントで年間約 2,500 万ユーロのエネルギー消費量と運転コストを削減できる。同反応でこれまで放出
されいた CO2 は、CO2 をより容易に捕獲できるステップの水性ガスシフト反応にて除去できる。 
・ 同触媒はまた、石炭やガスに代わり、廃棄物やバイオマスといった原料を使用した将来のエネルギー
・基礎化学産業での重要な役割が期待できる。合成ガスはこれらの新原料の転換における中間生産物
でもあるため、中心的な要素としての地位を維持すると考える。 

URL:  
https://www.tue.nl/en/news/news-overview/new-catalyst-opens-door-to-co2-capture-in-co
nversion-of-coal-to-liquid-fuels/  

(関連情報)  

      

joule 掲載論文(フルテキスト） 

Synthesis of stable and low-CO2 selective ε-iron carbide Fischer-Tropsch catalysts 

URL:  http://advances.sciencemag.org/content/4/10/eaau2947  

  

https://www.tue.nl/en/news/news-overview/new-catalyst-opens-door-to-co2-capture-in-conversion-of-coal-to-liquid-fuels/
https://www.tue.nl/en/news/news-overview/new-catalyst-opens-door-to-co2-capture-in-conversion-of-coal-to-liquid-fuels/
http://advances.sciencemag.org/content/4/10/eaau2947
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【新エネルギー分野（太陽光発電）】  

68-9 

ｱﾒﾘｶ合衆
国・国立再
生可能ｴﾈ
ﾙｷﾞｰ研究
所(NREL) 

    2018/10/8 

低コストでより広範囲のアプリケーションに向けた 2 つの構造を組み合わせた新しいⅢ-Ⅴ族デバイスコ
ンセプト 
(New III-V Device Concept Combines Two Structures for Lower-Cost Impact, More Applications) 

・ NREL、豪・サウスウェールズ大学(UNSW)、カリフォルニア工科大学(Caltech)が共同で、太陽電池や
レーザーで個別に利用されているブラグ反射器(BR: Bragg reflector)と傾斜バッファー(GB: graded 
buffer)を一枚の薄膜に統合した傾斜バッファーブラグ反射器(GBBR)を開発。コストの大幅な低減と記録
的なエネルギー変換効率の新しい多接合太陽電池デバイス開発を可能にする。 
・ GB は、Ⅲ-Ⅴ族半導体デバイスにおいて様々に異なる格子定数(材料の結晶構造の原子間のスペー
ス）の調整に使用され、バンドギャップ等を含む多様な特性を備えた材料の使用を可能にする。 
・ 異なる格子定数やバンドギャップを有する材料同士を単一のⅢ-Ⅴ族多接合太陽電池に統合するこ
とで、1-sun 下で 37.9%の記録的なエネルギー変換効率の逆変性3 接合デバイス等の作製が可能になっ
ている。 
・ BR は、特定の波長の光を反射するもので、レーザーデバイスの共振器として使用される。多接合太
陽電池では、BR は隣接するサブセルに光を反射するため、極薄いサブセルや薄膜量子井戸層等の全
入射光を吸収しない材料では特に有効。 
・ 理論的には、中間セルのバンドギャップを低下させる量子井戸層、入射光の吸収を向上させる BR、
GaInAs 層との格子不整合を調整する GB、という構造で高効率達成は可能であるが、BR と GB の層が
厚く、製造が高コストとなる。 
・ BR と GB を統合した傾斜バッファーブラグ反射器(GBBR)は、BR や GB 単体を下回る薄さで、コストは
変わらずに現在の記録を上回る効率の多接合構造を可能にする。 
・ GBBR を取り入れた 3 接合デバイスの初期性能試験では、AM1.5 下で 36.5%、AM0 下で 32.4%の効率
を達成。1-sun・AM0 下での 3 接合デバイスでは最高記録となる。同様なデバイスを使用した 40%の変換
効率を達成する 3 接合太陽電池の開発を予定している。 
・ 太陽電池分野以外では、GB の代わりに GBBR を使用すれば、LED やレーザーの背面の反射器とし
て出力の向上やこれらの発光デバイスのコストの低減も可能。また、GBBR の反射率は、共振器の隣に
金属反射器を配置できない垂直共振器面発光レーザー(VCSEL)において有用。 
・ 太陽電池関連のアプリケーションとして、GB と BR は宇宙空間での放射能による太陽電池デイバスへ
の損傷を緩和する手段であるため、宇宙用太陽電池の動作性能向上における GBBR の有用性が期待
される。 
・ NREL は同 GBBR 技術について特許出願中。近い将来に同技術のライセンシングを見込む。 

URL:  
https://www.nrel.gov/news/program/2018/new-iii-v-device-concept-combines-two-structure
s.html  

(関連情報)  

      

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

Multijunction Solar Cells With Graded Buffer Bragg Reflectors 

URL:  https://ieeexplore.ieee.org/document/8477025  

  

https://www.nrel.gov/news/program/2018/new-iii-v-device-concept-combines-two-structures.html
https://www.nrel.gov/news/program/2018/new-iii-v-device-concept-combines-two-structures.html
https://ieeexplore.ieee.org/document/8477025
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【新エネルギー分野（燃料電池・水素）】   

68-10 

ｱﾒﾘｶ合衆
国・ブラウ

ン大学 

    2018/10/16 

燃料電池反応の鍵となる高耐久性新触媒が環境に優しい自動車で有用である可能性を提供 
（New, durable catalyst for key fuel cell reaction may prove useful in eco-friendly vehicles)  

・ ブラウン大学が、白金とコバルトのナノ粒子合金から構成される、酸化還元反応用の新しい合金触媒
を開発。 
・ 高価な白金触媒は、環境負荷の少ない燃料電池を使用する車輌の普及を阻む一要因。白金使用量
を低減して他の安価な金属と組み合わせる手段もあるが、このような合金触媒は燃料電池の条件下で
劣化が急速に進みやすい。 
・ 合金は白金に比して高性能なことが知られているが、燃料電池中で触媒の卑金属部分が酸化し、直
ちに溶出してしまう問題がある。 
・ 同大学は、白金原子とコバルト原子の交互層から成るコアを白金の外殻が囲む特殊構造の合金ナノ
粒子を作製することでこの問題に対処。積層によるコア構造が同触媒の高反応性と高耐久性を提供す
る。 
・ このようなコア構造での原子の積層的な配置が、外殻の白金格子の平滑化・固定化を促して白金の
反応性を向上させると共に、反応中のコバルト原子の溶出を回避。金属原子がランダムに配置された
合金ナノ粒子よりも優れた性能を提供する。 
・ 同合金触媒の酸化還元反応初期試験(研究室で実施）では、30,000 電位サイクル後も活性を維持。
従来の白金合金触媒を上回る性能を確認した。 
・  ロスアラ モス国 立研 究所 (LANL)での 実際の 燃料 電池 による試験 結果で は、初 期 活性が
0.56A/mgPt、30,000 電位サイクル後の活性が 0.45A/mgPt と、初期活性と長期的耐久性において米エ
ネルギー省(DOE)による 2020 年までの触媒開発目標を超える性能を提示。 
・ DOE は、2020 年までに初期活性が 0.44A/mgPt、30,000 電位サイクル後に最低でも 0.26A/mgPt(燃
料電池車での約 5 年間の使用に相当）の触媒開発を目指している。 
・ 同触媒について仮特許出願中。同触媒の開発と向上のための研究を継続する。 

URL:  https://news.brown.edu/articles/2018/10/catalyst  

(関連情報)  

      

Joule 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Hard-Magnet L10-CoPt Nanoparticles Advance Fuel Cell Catalysis 

URL:  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542435118304549?via%3Dihub  
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