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69-1 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2018/10/11 

商業化に迫る 2D 材料の高速作製 
(Researchers quickly harvest 2-D materials, bringing them closer to commercialization)  

・ MIT が、直径 2 インチ(約 5cm)の 2D 材料のウェハーを数分内で作製する技術を開発。それらを積層
して一時間以内に電子デバイスを構築でき、様々な 2D 材料をベースとした電子デバイスの商業化の
可能性が拓く。 
・ グラフェン等の 2D 材料では、レゴブロックのように積み重ねて半導体にする等、多様な機能を備え
たフレキシブル・超薄膜・透明のウェアラブルデバイスの作製が可能だが、接着テープを使用してバル
ク結晶から 2D 材料片を個々に剥離させる現行のプロセスは信頼性に欠け、デバイス構築に充分な材
料片の作製に長時間を要する。 
・ 新作製技術では、2D 材料をウェハースケールで単層毎に剥離できることと、これらの単層を容易に
積層できることを実証。サファイアウェハー上に厚い 2D 材料を成長させた後、その上に 600nm の薄さ
のニッケルフィルムを乗せた。2D 材料は、サファイアよりもニッケルに強力に接着するため、ニッケル
フィルムを取り剥がすとサファイアウェハーから 2D 材料全体を剥離できる。 
・ さらに、個々の 2D 材料層間に比して、接着力がニッケルと 2D 材料層の間でより強力なため、2D 材
料層の底に 2 枚目のニッケルフィルムを貼り付けて原子薄の 2D 材料単層を層毎に剥離できる。これ
は、1 枚目のニッケルフィルムを取り剥がす際にき裂が材料の底部まで伝播することで可能となる。 
・ ニッケルフィルムから剥離した最初の単層を基板に転写後、各層についても同様のプロセスを繰り
返すことができる。同技術は六方晶窒化ホウ素(h-BN)、二硫化タングステン(WS2)、二硫化モリブデン
(MoS2)等、多種の 2D 材料に適用できる。 
・ このように、半導体、金属、絶縁体等の様々な種類の 2D材料の単層を作製し積層することで、電子
デバイスに必要な 2D ヘテロ構造が構築できる。2D 材料を使用した電子・光子デバイスは材料単層数
枚分の薄さとなり、極めてフレキシブルで様々な物体に重ねることができる。 
・ さらに、原子数個分の薄さの電界効果トランジスタアレイをウェハースケールで作製して同技術を実
証した。 
・ 同技術により不揮発メモリアレイや皮膚に貼り付けて使うフレキシブルデイバス等の多様な電子デ
バイスの開発を予定。また、IoT で使用する安価なデバイス開発も視野に入れる。 

URL:  http://news.mit.edu/2018/researchers-quickly-harvest-single-atom-materials-1011  

(関連情報） 

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Controlled crack propagation for atomic precision handling of wafer-scale two-dimensional materials 

URL:  http://science.sciencemag.org/content/early/2018/10/10/science.aat8126  

  

 

《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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69-2 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ジョージア工

科大学 

    2018/10/20 

折り紙と 3D プリンティングの融合で複雑な構造をワンショットで作製 
(Origami, 3D Printing Merge to Make Complex Structures in One Shot) 

・ ジョージア工科大学が、バイオ医療デバイスから宇宙探査用機器まで様々なアプリケーションが期
待できる、軽量・伸長可能で高強度の複雑な折り紙形状構造をワンステップで作製する 3D プリンティ
ング技術を概念実証。 
・ 従来、このような構造の作製には、複数の製造ステップ、数種類の材料と小型部品の組み立てが
必要。 
・ 同大学では、折り紙の原理を始め、数学や幾何学を活用したものづくりである、折り紙エンジニアリ
ングの学習過程を初めて提供している。 
・ デジタルライトプロセッシング(DLP)と呼ばれる比較的新しい 3D プリンティング技術を使用し、重い
物体の保持能力に加え、アコーディオンのような繰り返して折り曲げられる構造を作製。 
・ 2015 年に同大学が作製した同様な構造の「ジッパー留めしたチューブ(zippered tubes)」は紙製のた
め、糊付けが必要だった。今回作製のジッパーチューブとそれらから構成される複雑な構造は 1 個の
プラスチックから構成され、組み立ても不要。 
・ 商業利用が約 5 年前に始まった DLP は、他の 3D プリンティング技術と異なり、液体樹脂材料を用
いて連続して層構造をプリントし、紫外光で硬化させる技術。硬化後に高強度を呈する新しい樹脂材
料を作製し、微細なヒンジ構成部品を導入した。 
・ プリント構造の折り目に沿った微細なヒンジは、プリント構造を構成する大きなパネル部分よりも薄
い樹脂の薄膜層から成り、繰り返し折り曲げを可能にする。 
・ 同 DLP 技術により、ジッパーチューブを構成する個々の折り紙セルや、多数のジッパーチューブか
ら成る複雑なブリッジまで、数種類の折り紙構造を作製。試験の結果、これらの折り紙構造は自重の
約 100 倍の重量を保持できることに加え、繰り返し折り曲げ後も壊れず、6 ヶ月後もそれらの特性を維
持した。 
・ 次には、同プリンティング技術の簡易化と共に、多様な特性を備えた材料をプリントする方法につい
て研究を進める。 

URL:  
https://www.news.gatech.edu/2018/10/20/origami-3d-printing-merge-make-complex-struct
ures-one-shot  

(関連情報） 

      

Soft Matters 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

3D printing of complex origami assemblages for reconfigurable structures 

URL:  https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/sm/c8sm01341a  

  

https://www.news.gatech.edu/2018/10/20/origami-3d-printing-merge-make-complex-structures-one-shot
https://www.news.gatech.edu/2018/10/20/origami-3d-printing-merge-make-complex-structures-one-shot
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/sm/c8sm01341a
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69-3 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2018/10/23 

セルサイズロボットを大量に作る方法 
(How to mass produce cell-sized robots) 

・ MIT が、「シンセル(synthetic cell の略語）」と称する微細なデバイスのセルサイズロボットを大量に
生産する「自動穿孔(autoperforation)」プロセスを開発。セルサイズロボットは、石油・ガスパイプライン
のモニタリングや血流での疾病探査等のアプリケーションが期待できる。 
・ 壊れ易い原子薄材料の自然な破砕プロセスを利用して、予測できるサイズと形状の微細なポケット
をその破面に発生させ、これらのポケット内部にデータを収集・記録・出力できる電子回路を備えたポ
リマー材料を包含する。 
・ 微細なシンセルは、高度なインクジェットプリンターで積層した、電子部品を含有する微小なポリマ
ードットを上部と下部のグラフェン層の外殻で挟んだ構造。同プロセスでは、極薄く最強の材料とされ
るが実際には壊れやすいグラフェンの性質を有効活用し、ひずみ場によりその破砕を制御する。 
・ 上部グラフェン層をポリマードットアレイ(円筒状）に配置すると、円形のテーブルにテーブルクロスを
掛けるととテーブルのエッジで円形ひずみが発生するように、ポリマードットのエッジにかかるグラフェ
ンが高度なひずみラインを形成する。 
・ グラフェン層の破面はポリマードットピラーのふちに沿って発生するため、微小なホールパンチで作
ったような円形のグラフェン片ができる。ポリマードットピラーを挟むグラフェン上下層のエッジが接着し
ており、ピタブレッドのポケットの中にポリマードットが挟まれたような構造になる。 
・ これらは全て単一の工程で完了。クリーンルームでの複数の複雑な工程を経て作製される微細ロ
ボットデバイスとは対照的。グラフェンの他に、二硫化モリブデンや窒化ホウ素等の 2D 材料も使用で
きることを確認した。 
・ 本研究は、表面のセンサーで周囲環境の化学特性等の情報を収集・記憶できる過去のシンセル開
発に追従するもの。新開発のシンセルでは過去に開発したシンセルのような機能を持ち合わせない
が、今回はそれらを容易に大量生産する方法を実証した。 
・ 導電性の変動により情報を記憶するシンセル中のメモリーアレイに「M」、「I」、「T」の文字を「書込
み」後、電子プローブにより「読み込む」ことで、データを自由に書込み、読み込み、消去できる電子メ
モリーとしての機能を実証。 
・ また、電力を使用せずにデータを維持することも可能で、後で情報を収集できる。さらに、エレクトロ
ニクスには過酷な溶液である水中に浮かんだ状態で、シンセル粒子が数か月間にわたり安定したこと
も確認した。 

URL:  http://news.mit.edu/2018/how-mass-produce-cell-sized-robots-1023  

(関連情報） 

      

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

Autoperforation of 2D materials for generating two-terminal memristive Janus particles 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41563-018-0197-z  

  

http://news.mit.edu/2018/how-mass-produce-cell-sized-robots-1023
https://www.nature.com/articles/s41563-018-0197-z
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69-4 

スイス連邦材
料試験研究所

(EMPA) 

    2018/10/23 

ビル構造を強化する新材料「メモリー・スチール」 
(Memory Steel 
A new material for the strengthening of buildings l)  

・ EMPA が、一度の加熱による自動的なプレストレス(荷重のかかる前に予め張力を付与すること）に
よりコンクリート構造を新旧問わず補強する形状記憶合金、「メモリー・スチール」を開発。まもなく商業
化される。 
・ 従来、コンクリート鉄筋のほとんどが水圧によりプレストレスされているが、これにはテンションケー
ブルを誘導するダクト、力を伝達するアンカーや水圧ジャッキの設置スペースが必要となり、古い構造
物の補強が困難な場合がある。 
・ EMPA とスピンオフ企業の re-fer AG の専門家らは、約 15 年間の研究活動を経て、加熱により収縮
してコンクリート構造の恒久的なプレストレスを実現する鉄ベースの形状記憶合金を開発。同合金を
電流や赤外線で短時間加熱するだけで、従来の水圧によるプレストレスを代替する。 
・ EMPA は炭素繊維強化ポリマー(CFRP)によるコンクリート強化の先駆けであるが、このことがプレス
トレスコンクリート用形状記憶合金開発の端緒となった。ニッケル-チタン合金による初期試験では良
好な結果が得られたが、建築分野での医療用材料の利用は高価となるため鉄を採用。同材料につて
い特許を取得し、2012 年に re-fer AG を立ち上げた。 
・ 古いビルのコンクリート構造に窓やドアを新たに取付ける場合や、産業用ビルで古いつり床板の耐
荷重能力の向上が必要な場合等、同新材料は限られたスペースでこれらの課題を解決する。 
・ 同新材料では形状が不明なプレキャストコンクリート部品製造方法での有用性も期待できる。従来
の水圧によるプレストレスでは、湾曲した構造物で摩擦を起こすため使用が制限されるが、新材料を
コンクリートに埋め込んで加熱することで材料全体が均一に収縮し、摩擦による損失無く応力をコンク
リートに伝送し、大きく湾曲した構造物の作製が可能になる。 
・ 同新材料はオーストリアの Voestalpine Böhler Edelstahl GmbH & Co KG が製造。re-fer AG と EMPA
と共に同合金の研究開発を継続する。 

URL:  https://www.empa.ch/web/s604/memory-steel  

(関連情報） 

      

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

Iron-based shape memory alloy strips for strengthening RC members: Material behavior and 
characterization 

URL:  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0950061818308559  

(関連情報） 

      

re-fer AG ウェブサイト 

The Memory Steel for Construction 

URL:  http://www.re-fer.eu/en/  

  

https://www.empa.ch/web/s604/memory-steel
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0950061818308559
http://www.re-fer.eu/en/
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69-5 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ｱﾙｺﾞﾝﾇ国立
研究所(ANL) 

    2018/10/25 

ANL 科学者らが耐油フィルターの新技術を開発 
(Argonne scientists create new oil-resistant filter technology） 

・ ANL が、ポリマー膜に金属酸化物をコーティングすることで親水性と疎油性を付与したフィルター膜
を開発。石油・ガス産業で使用するフィルターや機器の目詰まり等を解消し、重要な産業機器の耐用
期間を延長する。 
・ 油分を含む水の洗浄にはフィルターの使用が最適な方法の一つであるが、フィルター孔に油分が
詰まりろ過機能が停止した場合、フィルター交換や強力な化学薬品による洗浄が必要になる。 
・ 同新フィルターは、原子層堆積法(ALD)による化学的な蒸着で金属酸化物の数 nm の極薄膜をフィ
ルター表面に積層して作製。様々な金属酸化物を市販のポリマー膜に積層し、最の高性能のものを
特定した。ALD 法自体は目新しい手法ではないが、今回初めてフィルター膜の改変に利用した。 
・ フィルター孔を塞がない数 nm の薄さのコーティングの作製では、フィルター表面へのナノ粒子の付
着や成長がこれまで試みられているが、水の通過によりナノ粒子が剥離することがあった。一方、ALD
法によるフィルター作製では、金属酸化物膜がポリマーと強力な共有結合を形成するため、そのよう
な問題がない。 
・ 酸化スズと酸化チタンは、最も強力に水分子と結合し、フィルター膜表面で水分子を捕獲して層を
形成する。このフィルター膜に接触した油分は水の層の上を通過して流れ、分離状態を維持。 
・ このような新フィルター膜の使用により、従来のフィルター交換の必要性とそれに伴うダウンタイム
の大幅な低減が可能となる。今回研究室で実証した機能の極僅かでも実施するフィルター膜が製造
できれば、石油・ガスセクターの現状を飛躍的に改善して大幅なコスト削減が可能と考える。 
・ また、水圧破砕プロセスで使用している現行のフィルターは、地下から戻ってくるる水に含まれる油
分により目詰まりするが、新フィルターでは油分の目詰まり無く水を通過させるため、水を繰り返し利
用することができる。 
・ さらに、石油流出への対処法としても有効。ディーゼル油をパイプやコンテナの洗浄に使用した後
には、油分と汚泥が混ざったディーゼル油が残る。これらのパイプ等の表面を金属酸化物で処理すれ
ば、水ですすぐだけの洗浄が可能になる。 
・ 同研究所が別途開発した海水の石油を吸収する『Oleo Sponge』と新フィルターを組合せた将来的
な洗浄方法も想定。石油関連企業のみならず、化粧品工業やスポーツグッズ製造業者からの問い合
わせもあり、開発当初には思いつかなかったアプリケーションが発案されている。 
・ 本研究は、ANL の Laboratory Directed Research and Development Program を通じた資金の提供に
より実施された。 

URL:  https://www.anl.gov/article/argonne-scientists-create-new-oilresistant-filter-technology  

(関連情報） 

      

ACS Nano 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Crude-Oil-Repellent Membranes by Atomic Layer Deposition: Oxide Interface Engineering 

URL:  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsnano.8b04632?journalCode=ancac3  

  

https://www.anl.gov/article/argonne-scientists-create-new-oilresistant-filter-technology
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsnano.8b04632?journalCode=ancac3
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【電子・情報通信分野】  

69-6 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
パデュー大学 

    2018/10/18 

心疾患患者やアスリートを救済して家庭の医療コストを低減するシンプルなステッカー 
(Simple stickers may save lives of heart patients, athletes and lower medical costs for families) 

・ パデュー大学が、皮膚に簡単に貼り付けて使用できる紙ベースのストレッチャブルなウェアラブル電
子デバイス(epidermal, paper-based electronic devices: EPEDs)、「スマート・ステッカー」を開発。 
・ 同電子デバイスは、生分解性で通気性のあるセルロースより構成。身体活動のモニタリングや健康
リスクの可能性を着用者にリアルタイムに知らせる。また、紙製のため個別化医療コストの低減が期
待できる。 
・ 同電子デバイスは、副作用を起こすことなく内臓器官に馴染むため、埋め込みセンサーとして医療
従事者による患者の睡眠状態や、運動中のアスリートによる自身の健康状態のモニタリングに使用で
きる。 
・ 同電子デバイスの S 字状曲線パターンにより、着用していることを感じさせない皮膚のような薄さと
伸縮性を実現。また、水分、油分、ほこりや細菌等をはじく分子でコーティングされている。同電子デバ
イス 1 枚の製造にかかるコストは約 5 セントで、書籍印刷と同様の印刷製造技術で高速に大量生産が
可能となる。 
・ 同電子デバイス技術は、Purdue Office of Technology Commercialization を通じて特許を取得。同技
術の試験と商業化のための共同事業者を募集中。 

URL:  
https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2018/Q4/simple-stickers-may-save-lives-of-
heart-patients,-athletes-and-lower-medical-costs-for-families.html  

(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） 

Wearable and Implantable Epidermal Paper-Based Electronics 

URL:  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.8b11020  

69-7 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2018/10/23 

分光法に変革をもたらす安価なチップベースデバイス 
(Inexpensive chip-based device may transform spectrometry) 

・ MIT が、微細なオンチップ分光器を開発。標準的なチップ製造プロセスによる大量生産が可能で、
研究所等で使用される大型で高価な従来の分光器に匹敵する性能と精度を提供する。 
・ 他のチップベース分光器開発では、従来のオプティカルシステム利用による波長に応じた光拡散能
力がデバイスサイズに依存するという小型化による性能劣化や、フーリエ変換を利用した数学的なア
プローチによる分光器では高性能獲得に長い光導波路が必要といった同様なデバイスサイズによる
制限の課題がある。 
・ 新オンチップ分光器のシステムは、長さの異なる複数の導波路間で光線の即時切替ができるオプ
ティカルスイッチをベースとする。これにより可動式ミラーが不要となり、現行のチップ製造技術を用い
た容易な作製が可能となった。 
・ 可動部が不要になることで、デバイスの堅牢性が大幅に向上。また、累乗的に増大する導波路長
を多様に結合させ、個別の路長を指数関数的に複製することで、オンチップ・オプティカルスイッチ数
の増加に伴ったスペクトル分解能の指数関数的な向上を実現した。 
・ 同技術の概念実証として、連続した 6 個のスイッチをもつデバイスの作製を半導体製造業者に依頼
し、デバイス制御と出力処理のプロセス能力を備えた64個のスペクトルチャネルを製造。スイッチを10
個に増やすことで、分解能が 1,024 チャネルに拡張する。同デバイスはプラグ・アンド・プレイユニット設
計であるため、既存のオプティカルネットワークへの組込が容易となる。 
・ また、新たな機械学習技術を利用して、限られたチャネル数から詳細なスペクトルを再構築し、広狭
に関わらずスペクトルピークを検出した。 
・ サイズ、重量、電力消費量において大きな利点を備えたこのようなマイクロチップ分光器のアプリケ
ーションとして、センシングデバイス、材料分析システム、医療イメージングでの光干渉断層法や、現
在のデジタルネットワークの大部分を支えるオプティカルネットワーク性能のモニタリング等が考えら
れる。 
・ さらに、産業プロセスのリアルタイムモニタリング、石油・ガス産業での環境センシング等のアプリケ
ーションの可能性もあり。今後の課題は、高分解能を維持しながら波長範囲を拡大すること。 

URL:  http://news.mit.edu/2018/inexpensive-chip-device-spectrometry-1023  

(関連情報） 

      

Nature Communications 掲載論文(フルテキスト） 

High-performance and scalable on-chip digital Fourier transform spectroscopy 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41467-018-06773-2  

  

https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2018/Q4/simple-stickers-may-save-lives-of-heart-patients,-athletes-and-lower-medical-costs-for-families.html
https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2018/Q4/simple-stickers-may-save-lives-of-heart-patients,-athletes-and-lower-medical-costs-for-families.html
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.8b11020
http://news.mit.edu/2018/inexpensive-chip-device-spectrometry-1023
https://www.nature.com/articles/s41467-018-06773-2
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【ロボット・AI 技術分野】  

69-8 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
スタンフォード

大学 

    2018/10/24 

スタンフォード研究者らが改良した小型飛行ロボットが表面に固着して重い物体を引き上げる 
(Stanford researchers modify small flying robots to anchor onto surfaces and pull heavy loads) 

・ スタンフォード大学とスイス・ローザンヌ工科大学(EPFL)が、高度な把持技術による物体を引き上げ
る能力を備えた、新型マイクロドローン、『FlyCroTug』を開発。 
・ 同ドローンは、スタンフォード大学が以前開発したヤモリや昆虫の脚の把持力を模倣した接着技術
を利用して様々な物体の表面に固着。この接着メカニズムにより、自重の 40 倍までの重さの物体を引
き上げられる。同ドローン 2 機の協働により、取っ手に紐をかけてドアを開くこともできる。他のドローン
で可能なのは、空気力の利用により 2 倍程度の物体のみ。 
・ 狭いスペースや人の近くを飛行できる小型の同ドローンの機体サイズが、捜索救助に有用。表面に
しっかりと固着して物体を引き上げるので、がれきの破片の移動や、危険地域の状況調査に向けたカ
メラの設置等も可能と考える。 
・ 小型で高速飛行し、操作性に優れ重量のある物体を運べるドローンの開発において、エサに向か
って素早く飛行し、エサが重い場合には地面を引きずって運ぶスズメバチの習性に着想を得た。 
・ 滑らかな材質の表面には、ヤモリの複雑な足指構造を模倣した不粘着性のグリッパーを使用し、接
着物と表面間の分子間力により物体表面に固着する。粗い材質の表面には、連続した 32 個の微細な
釣り針状金属突起を表面の個々のくぼみに引っ掛かけて固着する。 
・ 各ドローンは、物体を引き上げるためのケーブル巻き上げ機と、ヤモリグリッパーか微細な金属突
起のどちらかを備え、固着する場所に合わせてホィール等の部品を加えることもできる。 
・ 一般的にドローンは飛行・観察する機械とされるが、歩き回って物を把持したり、仲間と協働して力
を倍増させる昆虫のように、小型ドローンの『FlyCroTugs』は環境に固定して仲間のドローンと協力し、
ヒューマノイドロボットや大型機械が担うようなタスクを実行する。 
・ 今後は、ドローンの自律制御と複数のドローンを一度に飛行させるロジスティクスについて研究を進
める。 
・  本 研 究 に は 、 ス イ ス 科 学 財 団 (SNF) 、 米 科 学 財 団 (NSF) 、 Swiss Government Excellence 
Scholarships、米国陸軍研究所(ARL)の MAST プログラムが資金を提供した。 

URL:  https://news.stanford.edu/2018/10/24/small-flying-robots-haul-heavy-loads/  

(関連情報） 

      

Science Robotics 掲載論文(フルテキスト） 

Forceful manipulation with micro air vehicles 

URL:  http://robotics.sciencemag.org/content/3/23/eaau6903  

  

https://news.stanford.edu/2018/10/24/small-flying-robots-haul-heavy-loads/
http://robotics.sciencemag.org/content/3/23/eaau6903
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【環境・省資源分野】  

69-9 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾛｰﾚﾝｽﾊﾞｰｸﾚ
ｰ国立研究所

(LBNL) 

    2018/10/29 

再生可能エネルギー生成で二役をこなす太陽電池 
(A Solar Cell That Does Double Duty for Renewable Energy) 

・ LBNL と Joint Center for Artificial Photosynthesis (JCAP)が、現行材料による限界を回避して太陽
光 に よ る 水 分 解 で 水 素 と 電 気 の 両 方 を 生 成 す る 人 工 光 合 成 シ ス テ ム 、 HPEV (hybrid 
photoelectrochemical and voltaic) セルを開発。 
・ 水分解デバイスは、低エネルギーの赤外光から高エネルギーの可視光までの、太陽光スペクトル
の各波長を吸収する個別の層を積層した構造。各層が光を吸収して発生した電圧で水を酸素と水素
に分解する。 
・ このような構造の問題点は、最大限に発電可能なシリコン太陽電池が、水分解デバイスの一部で
あるとその性能が損なわれること。 
・ 水分解デバイスを通過する電流は、シリコンのような性能を持たないデバイス積層材料によって制
限され、その結果、発電量が低下して生成される燃料の量も低減する。 
・  このような複合的な課題のシンプルな解決策として、シリコンコンポーネントの裏面に電気接点を
追加。このアウトレットが電流を分岐させ、一方を水素生成に使用し、他方を電力として抽出できるよう
にする。 
・ 同HPEVデバイスのシミュレーションにより設計通りの機能を予測した後、プロトタイプの理論試験を
実施し、シミュレーション予測を実証した。 
・ 同研究所の計算では、太陽光による水分解で最も多く研究されているシリコンとバナジン酸ビスマ
スを組合せた太陽光水素発生器では、太陽光-水素変換効率が 6.8%。これは、セルへの全入射光の
うち、6.8%が水素エネルギーとして貯蔵され、残りを損失していることを意味する。 
・ 一方、同 HPEV デバイスでは、水素生成に使用されずに残った電子を捕獲して発電に利用するた
め、変換効率が大幅に向上。例えば、同様な計算によれば、同じく 6.8%の太陽エネルギーがシリコン・
バナジン酸ビスマスの HPEV セルに水素エネルギーとして貯蔵され、さらに 13.4%の太陽エネルギーを
電力に変換できることになる。これらを併せて従来セルの 3 倍の 20.2%の効率が実現できる。 
・ 今後もこの共同研究を継続し、CO2排出削減等のアプリケーションにおけるHPEVコンセプトの利用
可能性について探求予定。本研究は、米エネルギー省(DOE)の科学局(Office of Science)が支援し
た。 

URL:  
https://newscenter.lbl.gov/2018/10/29/a-solar-cell-that-does-double-duty-for-renewable-
energy/  

(関連情報） 

      

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

Hybrid photoelectrochemical and photovoltaic cells for simultaneous production of chemical fuels and 
electrical power 

URL:  https://www.nature.com/articles/s41563-018-0198-y  

  

https://newscenter.lbl.gov/2018/10/29/a-solar-cell-that-does-double-duty-for-renewable-energy/
https://newscenter.lbl.gov/2018/10/29/a-solar-cell-that-does-double-duty-for-renewable-energy/
https://www.nature.com/articles/s41563-018-0198-y
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【蓄電池・エネルギーシステム分野】  

69-10 
ｱﾒﾘｶ合衆国・
ｵｰｸﾘｯｼﾞ国立
研究所(ORNL) 

    2018/10/19 

ORNL が 120 キロワットのワイヤレス給電を車輌で実証 
(ORNL demonstrates 120-kilowatt wireless charging for vehicles) 

・ ORNL が、車輌用の 120kW ワイヤレス給電システムを実証。以前開発した 20kW システムの 6 倍の
電力で、現在のガソリンスタンドでの燃料充填速度と利便性に迫る給電時間達成に向けた大きな進
展。 
・ 97%の効率性で 120KW を給電する同ワイヤレスシステムは、従来型のワイヤーで繋がれた高性能
高速充電器に匹敵。研究室での実証では、2 個の磁性コイル間の 6 インチ（約 15cm)エアギャップ長
(空隙）で送電し、バッテリーパックを充電した。 
・ ORNL は、20kW のワイヤレス給電システムを世界に先駆けて開発・実証しており、現在、この技術
は商用配送トラック等のアプリケーション用に改良されている。 
・ 有限の元素と回路分析を使用した共最適化の新方法論を開発し、コイル設計の課題を解決しなが
ら、システムの加熱や安全性を損なう現象を確実に防止して、送電中のエネルギー損失の最低限化
を図った。 
・、軽量でコンパクトなシステム実現のために、最先端の炭化ケイ素(SiC)パワー電子デバイスに共最
適化した新しいコイル設計を開発して 120kW を達成。同システムのアーキテクチャがグリッドからのエ
ネルギーを高周波交流電力に変換し、それにより発生した磁界がより長いエアギャップで送電。2 次コ
イルへの送電後、直流電力への変換を経て自動車の蓄電池に貯蔵される。 
・ 同システムの実証は、350～400kW を給電し、EV の充電時間を 15 分以下に低減させるという、米エ
ネルギー省(DOE)が掲げる超高速充電システム技術の開発目標に近づくもの。 
・ 今後は 200kW 給電技術を研究し、最終的には 350kW レベルを実現する技術を追求すると共に、ダ
イナミックワイヤレス給電技術の高度化を目指す。ダイナミックシステムは、道路の下に埋め込んだワ
イヤレス給電パッドで EV を自動充電するもの。同システムのコストと複雑性を最低限に抑えるために
は高電力給電システムが不可欠。高速道路走行速度でのダイナミック給電が最終的な目標。 
・ 本研究には DOE の Vehicle Technologies Office (VTO)が資金を提供し、DOE のユーザー施設であ
る ORNL のＮａｔｉｏｎａｌ Transportation Research Center で実施。 

URL:  https://www.ornl.gov/news/ornl-demonstrates-120-kilowatt-wireless-charging-vehicles  
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