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(1118-1) 

【蓄電池・ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ分野】 

 

仮訳 

 

2016年 6月 17日  

 

スタンフォード大学が水からの水素燃料製造と 

グリッドスケール蓄電池の改良について新たな方法を発見(米国) 

スタンフォード大学の技術者 Yi Cui 氏が同僚らと                 

水素製造および充電式亜鉛蓄電池を改良する新たな方法を開発。 

著：MARK SHWARTZ 

 

スタンフォード大学の研究所は、輸送用クリーン燃料とグリッドスケールでのエネル

ギー貯蔵という 2つの世界最大のエネルギー課題に取り組むべく新技術を開発した。 

2つの研究に関する彼らの発見は、今月 Science Advances 誌と Nature 

Communications誌に発表された。 

水素燃料 

水素燃料は、クリーンなガソリン代替物として長らくもてはやされてきた。自動車メ

ーカーは、昨年より水素駆動自動車を米国顧客に提供し始めたが、主に水素燃料補給ステ

ーションがほとんどないことが原因でほんの一握りしか売れていない。 
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「水素燃料が安価で広く入手可能で

あれば、何百万もの自動車はクリーン

な水素燃料により駆動されるようにな

るでしょう。」と、スタンフォード大

学の材料科学工学准教授 Yi Cui氏は

言う。 

二酸化炭素を排出するガソリン駆動

の車両と異なり、水素自動車自体は、

排出量ゼロである。しかしながら、水

素燃料を作ることは、排出量ゼロでは

ない：今日、ほとんどの水素燃料製造

は、大気中に二酸化炭素を放出する天

然ガスをその工程に含む。 

この問題に取り組むため、Cui氏とその同僚らは、太陽光発電による水分解に注目し

た。この新進技術は、水に浸された太陽光発電式の電極からなる。太陽光が電極に当たる

と電流が生成され、水をその構成要素である水素と酸素に分解する。 

水からクリーンな水素を製造する手頃な方法を見つけることが課題である。シリコン

製の従来のソーラー電極は、水分解の主要な副産物である酸素に曝されるとすぐに腐食す

る。いくつかの研究チームは、シリコンをイリジウムや他の貴金属でコーティングするこ

とにより腐食を抑えた。 

6月 17日版の Sciences Advances 誌にあるように、Cui氏とその同僚らは、太陽光を

吸収し適度な量の電気を生成する安価な化合物であるバナジン酸ビスマスを用いた新たな

手法を発表した。 

「バナジン酸ビスマスは、一つにはその低いコストと腐食に対する高い安定性のた

め、光電気化学的水分解に有望な材料として広く認められています。」と、SLAC国立加

速器研究所のフォトンサイエンス准教授でもある Cui氏は言う。「しかしながら、この

材料の性能は、その理論上の太陽光－水素変換効率をはるかに下回ったままなのです。」 

バナジン酸ビスマスは、光を吸収するが導電性に乏しい。電流を流すには、バナジン

酸ビスマスでできた太陽電池を実質的に透明となるよう非常に薄く（200nm以下）スラ

イスしなければならない。その結果、電気生成に用いられる可視光は、たやすく太陽電池

を通過する。 

スタンフォード大学の技術者らが、太陽光を捕集しバナジ
ン酸ビスマスでできた太陽電池の性能を向上するためのシ
リコンナノコーンのアレイを作製（1µm=1,000 nm）。 

（画像著作権：Wei Chen および Yongcai Qiu） 

http://web.stanford.edu/group/cui_group/
http://news.stanford.edu/news/2011/june/solar-water-splitter-062011.html
http://advances.sciencemag.org/content/2/6/e1501764.full
http://advances.sciencemag.org/content/2/6/e1501764.full
https://www6.slac.stanford.edu/
https://www6.slac.stanford.edu/
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太陽光を漏らさず捕集するために、Cui氏のチームは、ナノテクノロジーに取り掛かっ

た。研究者らは、それぞれ高さ約 600nmの何千ものシリコンナノコーンを含む微細なア

レイを作製した。  

「ナノコーン構造は、広範囲にわたる波長で有望な光捕集能力を示しました。」と、

Cui氏は説明する。「各コーンは、さもなければ薄い太陽電池を通り抜けてしまう太陽光

を捕えるよう最適に形作られます。」 

実験において、Cui氏とその同僚らは、バナジン酸ビスマスの薄膜上にナノコーンのア

レイを蒸着した。それから、両方の層をもう一つの有望な太陽光発電の材料であるペロブ

スカイトでできた太陽電池の上に設置した。 

水中に沈めると、この三層タンデム型デバイスは、バナジン酸ビスマス太陽電池の理

論上最高率にすでに匹敵する 6.2%の太陽光－水素変換効率で直ちに水を分解し始めた。 

「タンデム型太陽電池は、十分な安定性を示しながら 10時間以上も水素を生成し続け

ました。」と、Stanford Institute for Materials and Energy Sciences の主任研究員であ

る Cui氏は言う。「我々が実証した効率はたった 6.2%でしたが、このタンデム型デバイ

スには、将来的に著しく改善できる余地があります。」 

充電式亜鉛蓄電池 

6月 6日版のNature Communications 誌に掲載された 2つ目の研究において、Cui氏

と株式会社豊田中央研究所の客員研究員である東相吾氏は、グリッドスケールでのエネル

ギー貯蔵問題の解決に役立つと思われる新たな蓄電池設計を提案した。 

「太陽光発電所や風力発電所は、太陽光や風が無いときでも電気グリッドに 24時間体

制でエネルギーを供給可能であるべきです。」と、Cui氏は言う。「余剰のクリーンエネ

ルギーを貯蔵し需要に応じて使用できるようにするのに十分なほどの安価な蓄電池と他の

低コストな技術が必要となります。」 

http://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/nl300713x
http://simes.stanford.edu/investigator/yi-cui/
http://www.nature.com/ncomms/2016/160606/ncomms11801/full/ncomms11801.html
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本研究において、Cui氏および

東氏とその同僚らは、グリッドス

ケールでの貯蔵の可能性をもつ

安価な金属である亜鉛とニッケ

ルからできた電極を備える新型

の蓄電池を設計した。 

様々な亜鉛－金属蓄電池が市

販されているが、充電式のもの

はほとんどない。これは、充電

中に亜鉛電極に形成されるデン

ドライトと呼ばれる微細な繊維

が原因である。このデンドライ

トは、ニッケル電極に最終的に

到達するまで成長することがで

き、蓄電池の回路を短絡させ故

障させる。 

本研究チームは、蓄電池を単に再設計することによりこのデンドライト問題を解決し

た。従来の蓄電池に見られるように亜鉛とニッケルの電極を互いに向かい合わせる代わり

に、プラスチックの絶縁体でそれらを分離し、亜鉛電極の端部に炭素絶縁体を巻き付け

た。 

「我々の設計を用いれば、亜鉛イオンは、充電中に還元されむき出しになった亜鉛電

極の後面に蒸着されます。」と、本論文の筆頭著者である東氏は言う。「したがって、亜

鉛デンドライトが形成されてもニッケル電極から離れて成長し、蓄電池を短絡させること

はありません。」 

安定性を実証するために、研究者らは、短絡させることなく蓄電池を 800回以上充放

電することに成功した。 

「我々の設計は、非常にシンプルで、広範囲の金属電池に適用可能です。」と、Cui氏

は言う。 

Nature Communications 誌掲載の研究『背面めっき構造によるアノードの亜鉛金属デ

ンドライトからの短絡回避』の他の共著者は、スタンフォード大学の Seok Woo Lee氏お

よび Jang Soo Lee氏と、株式会社豊田中央研究所の武市憲典氏。 

従来の亜鉛（Zn）蓄電池（左図）は、亜鉛アノードから成長す

るデンドライトが金属カソードに接触すると回路を短絡させ

る。スタンフォード大学の科学者らが再設計した蓄電池（右

図）は、プラスチックと炭素の絶縁体を用いて亜鉛デンドライ

トがカソードに向かうのを防ぐ。（画像著作権：東相吾） 

http://www.nature.com/ncomms/2016/160606/ncomms11801/full/ncomms11801.html
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Science Advances誌掲載の研究『ナノコーン BiVO4－ペロブスカイトタンデム型太陽

電池による効率的な太陽光駆動の水分解』に等しく貢献した 4人の筆頭著者は：スタン

フォード大学の Yongcai Qiu氏、Wei Liu氏、Wei Chen氏と華中科技大学（Huazhong 

University）のWei Chen氏。その他の著者は、スタンフォード大学の Guangmin Zhou

氏、Po-Chun Hsu氏、Rufan Zhang氏および Zheng Liang氏と、清華大学（Tsinghua 

University）の Shoushan Fan氏および Yuegang Zhang氏。支援団体は、米国エネルギ

ー省、スタンフォード大学の世界気候エネルギープロジェクト、中国国家自然科学基金委

員会および中国江蘇省自然科学基金委員会。 

 

 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 山本 恭子） 

 

 

出典：本資料はスタンフォード大学（Stanford University）の以下の記事を翻訳したもの

である。 

“Stanford researchers find new way of making hydrogen fuel from water and improve 

grid-scale batteries” 

http://news.stanford.edu/2016/06/17/stanford-researchers-find-new-way-making-

hydrogen-fuel-water-improve-grid-scale-batteries/ 

(Used with Permission of Stanford University) 

http://advances.sciencemag.org/content/2/6/e1501764.full
http://gcep.stanford.edu/
http://news.stanford.edu/2016/06/17/stanford-researchers-find-new-way-making-hydrogen-fuel-water-improve-grid-scale-batteries/
http://news.stanford.edu/2016/06/17/stanford-researchers-find-new-way-making-hydrogen-fuel-water-improve-grid-scale-batteries/
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(1118-2) 

【新エネルギー分野(太陽光発電)】 

 

仮訳 

 

印刷太陽光発電技術に新たなマイルストーン(ドイツ) 

フリードリヒ・アレクサンダー大学エアランゲン=ニュルンベルク(FAU)の研究チーム

が、標準的なシリコン製電池の代替となる高効率で持続可能な有機太陽電池の新材料

を開発。 

2016年 6月 23日 

 

 

太陽光発電の研究者であり材料科学者として高名な Christoph Brabec 教授率いる

FAU の研究チームが、化石燃料の代替となる高効率な太陽電池技術の開発に向けた探

求において重要なマイルストーンを打ち立てた。インペリアル・カレッジ・ロンドン、

アブドラ国王科学・技術大学(KAUST)の共同研究者らと共に、同研究チームは有機太陽

電池を大幅に長寿命化しながら同時に高効率化も可能にする新たな分子について検証。

エネルギー市場においてそのエネルギー生産が維持継続可能と認められる最大の要件 

―モジュールの効率、寿命、ワットあたりのコスト― を新技術は見事に兼ね備える。

本研究の成果は Nature Communications 誌 (doi: 10.1038/NCOMMS11585) にて先

日発表された。 

 

有機太陽電池は、太陽光発電において標準的に使用されるシリコン太陽電池と競合す

る選択肢と目されている。これは非常に薄くフレキシブルで透明であり、窓ガラスとの

一体化や、大型照明装置のデザイン要素として建築家が利用することも可能である。 

 

建物の屋上に設置された太陽光発電システムの多くに搭載されているシリコン製電

池とは異なり、有機太陽電池にはサッカーボールのような形状の微小な炭素分子でフラ

ーレンと呼ばれる特殊な半導体ポリマーが用いられる。フラーレンの使用は有機電池を

高効率化させるものの、耐久性は低下する。30 年を超えるような長期の使用を考えた

時、同電池がシリコン製電池と比肩するとは到底言い難い。「この種の太陽電池の環境

安定性はまだ充分ではありません。」同大学電子・エネルギー技術用材料研究所代表の

Brabec教授は言う。 

 

しかしその現状は変わろうとしている。Brabec 教授と FAU の博士課程に在学中の

材料科学者 Nicola Gasparini 率いる同大研究チームが此処で、フラーレンの代替材料
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を見出したのである。「私達はフラーレンベースではない新たな有機分子を特定しまし

た。受容体は光起電力に不可欠な要素ですが、他の受容体と比較すると、この有機分子

は機能性の面で独自の部類に入ります。」Brabec 教授はこう説明する。フラーレンが

ごく少量の光しか吸収しないのに対し、この新しい分子は非常に多くの光を変換できる。

つまり太陽光がより吸収されるに従い、効率が上昇したのである。「フラーレンに替わ

る新たな技術を探し求めていた国内外の研究コミュニティにとってこれは大きなブレ

ークスルーで、太陽光発電のコストを低減させるものです。」同教授によれば、この低

コスト化こそが光起電力を利用した発電を化石燃料と競合する選択肢にするのだとい

う。発電コストを算出する際には、発生源（ここでは太陽光）からエネルギーを電気に

変換するのに要する全ての費用が勘案されるためである。 

 

本研究で同チームは新開発のポリマーの記録的な安定性と変換効率を実証した。「最

高 140℃の温度下でも、著しく高い大気安定性を計測しました」と、Brabec教授。「今

回の材料によって変換効率 10%を超える安定した太陽電池が実現すると私達は期待し

ています。」 

 

もう一つの大きな利点は、この新規有機材料の印刷に使用したプロセスが低コストで

あるということ。薄いポリマー基板上に構成される光起電力素子は、高額な半導体加工

技術を採用するのではなく、一つの製造ラインで印刷・塗布が行われ、生産される。加

えて、この太陽電池フィルムには多彩な着色を施すことができるため、建築家にとって

はデザインの配色の自由度が広がる、自動車メーカーにとってはサンルーフのガラスに

特殊な有機太陽電池の設置が可能になる、といったことが想定される。この新技術はさ

らに、化学産業が既存の製品を改良し、新たな用途を展開させる上で、これまでにない

様々な可能性をもたらすのである。 

 

こうした全てのことから、FAU の研究チームが太陽光発電の研究において大きな一

歩を踏み出すことに成功したのは明白である。「今回の成果は、共に分野横断的研究に

携わった FAU の研究者の素晴らしい働きと高い研究水準を雄弁に物語っています。」

Brabec 教授はこう述べる。「この次世代型太陽光発電技術の開発における小さからぬ

マイルストーンは、彼らの卓越した研究スキルを裏付けるものです。」新型太陽光発電

モジュールは、博士課程終了後 FAUに研究員として在籍していた現在インペリアル・

カレッジ・ロンドン所属の Derya Baran 博士との緊密な連携の下、開発。またサウジ

アラビアのアブドラ国王科学・技術大学(KAUST)、米国スタンフォード大学とも共同研

究を実施した。 
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お問い合わせ： 

Prof. Dr. Christoph J. Brabec 

Phone: +49 9131 8525426 

christoph.brabec@fau.de 

 

 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 渡邉 史子） 

 

 

出典：本資料はドイツ・フリードリヒ・アレクサンダー大学エアランゲン＝ニュルンベ

ルク(FAU)の以下の記事を翻訳したものである。 

“New milestone in printed photovoltaic technology”  

https://www.fau.eu/2016/06/23/news/research/new-milestone-in-printed-

photovoltaic-technology/ 

(Used with permission of Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) 

mailto:christoph.brabec@fau.de
https://www.fau.eu/2016/06/23/news/research/new-milestone-in-printed-photovoltaic-technology/
https://www.fau.eu/2016/06/23/news/research/new-milestone-in-printed-photovoltaic-technology/
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(1118-3) 

【ナノテクノロジー・材料分野】 

 

仮訳 

 

水、塩、原子3個分の薄膜で発電 (スイス) 

 

2016 年 7 月 14 日 

 

 

スイス連邦工科大学ローザンヌ校(École Polytechnique Fédérale de Lausanne: EPFL)の

研究者らが、浸透作用を利用した超高効率発電システムを開発。『Nature』に掲載された

同システムは、海水、淡水と、厚みがわずか原子 3 個分の新タイプの膜を使用。 

クリーンエネルギーを推進する人々は、太陽光、風力、水力といった一連の既存発電

方法に加え、浸透圧発電という新たな電力源を間もなく手に入れるだろう。これは具体的

に言えば、淡水が膜を通して海水と接触した時に発生する自然現象を利用した発電方法で

ある。 

 

 EPFL Laboratory of Nanoscale Biology の研究者らは、かつてない電力量を供給する

浸透圧発電システムを開発した。このイノベーションの核心は、海水と淡水を隔てる 3

原子厚の膜にある。本研究成果は科学誌『Nature』で発表された。 

 

 同発電システムの概念は非常にシンプルだ。塩濃度が異なる 2 種類の流体を半透膜で

分離すると、塩イオンは双方の塩濃度が平衡に達するまで、半透膜を通過して移動する。

この現象を浸透作用という。 

 

 同システムに海水と淡水を適用すると、海水中の塩イオンは、双方の塩分濃度が等しく

なるまで膜を通して淡水側へと移動する。イオンは電荷を帯びた原子であるから、塩イオ

ンの移動を利用して電力を生み出すことができる。 

 

3 原子厚の選択膜が機能する 

EPFL が今回開発したシステムは、液体で満たされた二つの区画と、それらを隔てる二

硫化モリブデンの薄膜から構成される。同薄膜には微小な孔（ナノ細孔）が一つ開けられ

ており、海水中のイオンは両流体の塩分濃度が均一になるまでその孔を通って淡水中に入

動画（リンク） 

http://www.youtube.com/embed/W3FnfJ2biY4?wmode=transparent
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り込む。イオンがナノ細孔を通過する際、イオンに含まれる電子は電極へ運ばれる。その

電極によって電流を生み出すのだ。 

 

 この半透膜は性質上、正の電荷を持つイオンを通過させ、負の電荷を持つイオンの大部

分を遠ざける。そのため一方の液体では正電荷が、他方では負電荷が増加し、両者の間に

は電圧が生じる。イオンの移動で発生した電流が流れるのは、この電圧の作用である。 

 

 「私たちは、まずナノ細孔を作製してからその最適なサイズを調べる必要がありまし

た。大きすぎると陰イオンを通してしまうため、生じる電圧が非常に低くなります。小さ

すぎると十分な量のイオンが通過せず、電流が弱くなってしまうのです。」と、本研究の

筆頭著者である Jiandong Feng 氏は述べた。 

 

 本システムを際立たせるのは、その半透膜だ。この種のシステムでは膜が薄いほど電流

が増加するが、本研究で使用した膜の厚さはわずか原子数個分である。同膜を構成する二

硫化モリブデンは、浸透圧による電流の生成に理想的な材料だ。「二次元材料がこういっ

た用途に利用されるのは初めてです。」と、Laboratory of Nanoscale Biology の長である

Aleksandra Radenovic 氏は語った。 

 

1 平方メートルの膜が省エネ電球 5 万個分の電力を供給 

この新システムは、とてつもない可能性を秘めている。同研究チームの試算によれ

ば、面積が 1 平方メートル、表面の 30%がナノ細孔の半透膜を用いた場合、1 メガワッ

トの発電が可能である。これは標準的な省エネ電球 5 万個分に相当する電力だ。二硫化

モリブデン(MoS2)は自然界で容易に入手できる上、化学蒸着法(CVD)による成長も可能で

あるため、同システムは大規模発電を目的とした大型化にも適している。本プロセスをス

ケールアップする際の大きな課題は、比較的均一な孔の作製方法を発見できるかどうか

だ。 

 

 同プロセスのメカニズムを正確に理解するため、研究者らはこれまで単孔構造の半透膜

を研究してきた。Feng氏は次のように話す。「技術的観点から見れば、ナノ単細孔シス

テムは、半透膜を用いた本プロセスの基本的な理解を深め、産業レベルの商用化に役立つ

情報を提供するのに最適です。」 

 

 同研究チームは、ナノ単細孔（システム）で発生した電流でナノトランジスタを作動さ

せることに成功し、電源内蔵型ナノシステムを実証した。単層 MoS2の低消費電力トラン

ジスタは、同校の Andras Kis 氏が率いる研究チームの協力で作製されたものである。ま

た、分子動力学シミュレーションを実施したのはイリノイ大学アーバナ・シャンペーン校

(University of Illinois at Urbana-Champaign)の共同研究者らである。 
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河口の潜在力を活用 

 本研究は現在高まりつつある潮流の一端である。浸透圧を利用する発電システムは、こ

こ数年の間に世界中で開発されている。河川が海に流れ込む場所、すなわち河口における

エネルギーの産生を目指し、ノルウェー、オランダ、日本、米国等の国々ではパイロット

プロジェクトが誕生した。現段階では同発電システムで使用される膜の多くは有機物で、

壊れやすく発電量も少ない。その中には、イオンではなく水の動きを利用してタービンに

動力を供給し、タービン発電を行うものもある。 

 

 今後これらのシステムがより頑強なものになれば、浸透圧発電は再生可能エネルギーの

創出において主要な役割を果たすだろう。太陽光発電が十分な日光を、風力発電が適度な

風を必要とするのに対し、浸透圧発電は、河口が近くにありさえすれば昼夜を問わずエネ

ルギーを生み出すことができるのだ。 

 

連絡先 

Lionel Pousaz（EPFL Press Service）E メール：lionel.pousaz@epfl.ch 

 電話番号：+41-79-559-7161 

Aleksandra Radenovic（EPFL 研究者）Eメール：aleksandra.radenovic@epfl.ch 

 電話番号：+41-79-535-0015 

 

報道資料 

プレスキット（文書・画像）：bit.ly/OsmosisNature2016 

 

本研究は、EPFL の Laboratory of Nanoscale Biology および Laboratory of 

Nanoscale Electronics and Structures との共同研究である。シミュレーション作業は

イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校の Narayana Aluru グループの協力により行わ

れた。なお、本研究はスイス国立科学財団(Swiss National Science Foundation)の研究

助成金を受けて実施された。 

 

著者：Laure-Anne Pessina 発信元：EPFL Mediacom 

 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 多胡 直子） 

出典：本資料は、スイス連邦工科大学ローザンヌ校(École Polytechnique Fédérale de 

Lausanne)の以下の記事を翻訳したものである。 

“Electricity generated with water, salt and a three-atoms-thick membrane” 
(http://actu.epfl.ch/news/electricity-generated-with-water-salt-and-a-3-atom/) 

(Reprinted with permission of EPFL) 

mailto:lionel.pousaz@epfl.ch
mailto:aleksandra.radenovic@epfl.ch
http://bit.ly/OsmosisNature2016
http://actu.epfl.ch/news/electricity-generated-with-water-salt-and-a-3-atom/
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(1118-4) 

【電子・情報通信分野】 

 

仮訳 

 

家庭内の無駄なエネルギー消費量はアプリに聞け(米国) 

MITの新システムが家庭内の各機器でどのくらいの電力が消費されるのかを特定 

2016年 8月 1日 

 

もし月々の電気代を節約すると同時に温室効果ガスの排出量を削減したいのであれ

ば、新型のエネルギー効率が良い冷蔵庫や給湯器または衣類乾燥機を買うのも一案であ

る。しかし、そのうちの一つだけしか交換できない場合、最も見返りが大きいのはどれだ

ろう？ 

 

既存の電化製品のエネルギー消費ラベルを購入予定のモデルのものと比較して計算し

てみることもできるだろう（もし古いラベルをまだ持っているのであれば）。その場合で

さえ、年数・状態・その地域の気候といった要因によって、数値は実際の使用量と大幅に

異なるかもしれない。しかし、マサチューセッツ工科大学（MIT）の研究者らが開発し

 

MIT の研究者らが、家庭内のあらゆる電化製品・照明器具・機器でどのくらいの電力が消費されてい

るのかを極めて正確かつ低コストで算出できるデバイスとソフトウェアを開発。 

画像：Bryce Vickmark（MIT News 編集） 
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たデバイスとソフトウェアのおかげで、家庭内のあらゆる電化製品・照明器具・機器でど

のくらいの電力が消費されているのかを極めて正確かつ低コストで算出できる格段に簡単

な方法が間もなくできる。 

 

 数年にわたる徹底した研究を経て開発された本チームの発見は、MITの電気工学教授

である Steven Leeb氏および 2016年卒業生の David Lawrence氏（MEng）と John 

Donnal氏（PhD）により今週発行の IEEE Sensors Journal誌に掲載されたものを含む

一連の論文で説明されている。 

 

多くのグループが電気使用量を監視する機器の開発に取り組んでいるが、MITの新シ

ステムは、他の手法に対しいくつかの重要な優位性を持つ。まず、取付けが複雑でない：

ワイヤを切断する必要もなく、電力引込線に郵便切手サイズのセンサーを配置するのに特

別な精密さは求められない（本システムは自己較正をするよう設計されている）。次に、

データを非常に迅速にサンプリングするため、センサーは電圧や電流のピークやパターン

に関する十分な詳細情報を取得でき、専用ソフトウェアのおかげで、システムが家庭内の

あらゆる異なる種類の照明・モーター・その他機器における違いを見分け、どれがいつオ

ン／オフになるのかを正確に示すことができるようにする。 

 

自身のデータを所有 

 

おそらく最も重要なことは、本システムが全ての詳細情報をユーザー自身の家庭内に

留めるよう設計されており、潜在的ユーザーが電力監視システムを検討する際に抱くであ

ろうプライバシーに関する不安を取り除くことができる点である。詳細な分析（個々のユ

ーザーの特定のニーズや関心に基づき専門化した分析の可能性を含む）は、MITチーム

のシステムを用いて開発できるカスタマイズされたアプリにより提供される。 

 

 本システムのテストは、エネルギーと温室効果ガス排出量を減らし安全性までも向上さ

せる可能性を示した。訓練演習用の軍事基地へ導入されたものは、大型テントが日中のほ

とんどの時間使われていないにも関わらず冬季に一日中暖房されていたというお金と燃料

（戦闘時においては重要な兵站的懸念事項となりうる）の著しい浪費を明らかにした。ま

た別のテスト導入では、住居において、銅製の配管用パイプに危険の多い活線電圧を流す

原因となる配線不備を示す異常な電圧パターンを見つけた。 

 

 「長い間、［エネルギー消費に関する］より良い情報を利用できれば大幅な節約ができる、

というのが前提になっています。」と、Leeb氏は言う。彼は学生らと 10年以上この問題に

取り組んでおり、この基本タスクの達成に含まれる困難な問題を回避する方法を少しずつ

発見した。 
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 まずは、住居や事務所への主要電力引込線を切断（電気主任技術者による作業を必要と

する費用のかかる工程）したり特別な監視装置にあらゆる電化製品を接続したりせずに電

圧や電流の変化を監視する能力であった。他のグループはワイヤ周りの非常にかすかな磁

場や電場を感知するためにワイヤレスセンサーの使用を試みたが、そのようなシステムで

は、場所によって磁場または電場が互いに打ち消し合ってしまうため複雑な調整工程が必

要となる。MITチームは、それぞれ他とわずかにずらして配置した 5つのセンサーからな

るアレイと各センサーからの読込みを追跡してどれが最も強い信号を送るよう設置されて

いるのかを解明する較正システムを用いて、この問題を解決した。 

 

データの流れを解釈 

 

次の仕掛けは、どの部分が電流と電圧に対応しており個別の電化製品の“特徴（シグネ

チャー）”の特定に情報がどのように用いられるのかを探り出すために、高速センサーから

流れ込む大量のデータを分析する方法を見つけ出すことにあった。あらゆるモーターや機

器が、機器のスイッチを入れる時または作動中に電圧が変化したり急上昇したりする速度

や程度に関して顕著な特徴を持つため、これは可能である。実験室・住居・ボストン郊外

の Fort Devens陸軍基地・米国沿岸警備カッターSpencerの船上での徹底的なテストの結

果、本チームは、各種の電気負荷を特定するこれらの特徴の目録を作成することができた。 

 

そして最後に、本システムにより生成された膨大な量の生データを基に、チームは、有

益な情報の抽出方法および人々のエネルギー投資に関する決断を容易にするような表示方

法を考え出さなければならなかった。彼らは、ユーザーが一定の時間領域を“拡大（ズー

ムイン）”して、冷蔵庫がいつオン／オフになりいつ除霜サイクルに入るのか、給湯器が一

日のうち何度オン／オフと切り替えられるのかを示すのに十分なデータを明らかにするイ

ンターフェースを開発した。 

 

 GoogleやMicrosoftのような巨大企業を含む「大勢の主要事業者らがこの分野に出入り

していました。」と、Leeb氏は言う。しかし今、MITチームが重要な問題を解決し実用的

で非常に強力なシステムを考え出した、と彼は言う。彼らの主な見識の一つは、データの

ほとんどを家庭内に保持しごく一部のみを処理のためにクラウドへ送ることにより二つの

問題を一度に解決する、というものであった：すなわち、このようなシステムの使用にか

かるプライバシーに対する懸念を取り除き、生データが中心施設に送られた場合に必要と

なる莫大なバンド幅とデータ通信にかかるコストを削減することができるのである。 

 

本システムがいったん商品になれば、一世帯につき約 25～30 ドルしかかからない、と

Leeb氏は言う。「我々は、導入の障壁をさらに低くしようと取り組んでいます。」また、こ

の非接触式のセンサーは、ほとんどの家庭ユーザーが自身で取り付けられるほど単純なも
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のであると、共著者の John Donnal氏は言う。「ただ単に結束バンド（ジップタイ）を使

えばよいのです。」と、彼は言う。 

 

米国陸軍 Fort Devensベースキャンプ総合研究所の技術者であるWilliam Singleton

氏（本研究には関与せず）は、この研究が「理論科学的・数学的原理をいかにして実社会

の実用的な課題解決型アプリケーションに関係させられるかの好例」であると言う。

MITチームのセンサーシステムを用いることにより、「燃料・水・設備メンテナンスに

おける節約の大きな可能性を実現できます。これは、任務遂行中の戦場の指揮官にさらな

る選択肢を提供し、ベースキャンプ全体の兵站フットプリント（占有面積）を縮小し、究

極的にはベースキャンプの維持と補給に携わる兵士の生命を救うでしょう。」と、彼は言

う。 

 

本研究は、Grainger基金、海軍研究事務所Neptuneプログラム、MIT Skoltechイニ

シアチブ、MITおよびMasdar Institute協力プログラムより一部支援を受けている。 

 

 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 山本 恭子） 

 

出典：本資料は、マサチューセッツ工科大学(Massachusetts Institute of Technology)の

以下の記事を翻訳したものである。 

“What’s wasting power at home? Ask your app!” 
(http://news.mit.edu/2016/wasting-power-home-app-0801) 

(Reprinted with permission of MIT News: http://news.mit.edu/) 

http://news.mit.edu/2016/wasting-power-home-app-0801
http://news.mit.edu/
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(1118-5) 

【ナノテクノロジー・材料分野】 

 

仮訳 

 

3D プリンティングを超えて付加製造に新たな特徴を加える 
 (米国) 

2016年 8月 23日 

 

 

ローレンスリバモア国立研究所(LLNL)の研究チームが、熱あるいは電気に曝される

と、折り畳む又は展開するという自己変形が可能な形状シフト構造体の 3D積層造形を

実証した。このマイクロ設計の構造体は、同研究所開発の導電性の環境応答性ポリマー

インクから製造されたものである。 

 

 

 

ローレンスリバモア国立研究所の研究チームが、熱あるいは電気に曝されると折り畳む又は展開するという自己

変形が可能な形状シフト構造体の 3D 積層造形に成功。写真は熱曝露で拡張するステントを検査する研究員の

Jennifer Rodriguez と Jim Lewicki。写真：Julie Russell/LLNL (Download Image) 

https://www.llnl.gov/file/32181/download?token=Prc9lV1z
https://www.llnl.gov/sites/default/files/styles/downpage_art/public/field/image/rodiguez_lewicky_0.jpg?itok=ytjSuiAC
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先日 Scientific Reports誌にて発表された論文の中で、同研究所の科学者と技術者は、

形状記憶ポリマー(SMP)により箱型、らせん形、球体を作製する方法を明かしている。

使用した SMPは生物由来の「スマート」材料で、抵抗加熱もしくは適度の熱に暴露さ

れた際に形状変化を示す。 

 

 

「4Dプリンティング」とも称される、3D積層造形に応答性材料を使用するこのアプ

ローチに新規性はないものの、3D積層造形に続けて折り (折り紙の手法)を入れるプロ

セスに導電性のスマート材料を組み合わせることによる複雑な構造の構築は、LLNLの

研究チームが初めてである。 

 

上記の論文では、大豆油、他の共重合体、カーボンナノファイバーからなるインクに

よる基本の形状の成形と、組成に応じ設定した温度での一時的な形状の「プログラミン

グ」について論じられている。その後、周囲の熱または通電加熱により形状変化効果が

誘起され、当該パーツの一時的な形状は本来の形状に回復する。 

 

 

加熱時に折り畳み・展開するよう「プログラム」された 3Dプリンタ製の箱を検査する LLNLの

Jennifer Rodriguez 研究員。 

 

http://www.nature.com/articles/srep27933
https://www.llnl.gov/sites/default/files/styles/downpage_art/public/rodiguez.jpg?itok=bHg_2dCI
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「ケーキを焼くのと変わらない」とは同研究所Materials Engineering Divisionの博

士研究員で筆頭著者の Jennifer Rodriguez 氏の言である。「パーツを焼き上がる前に

炉から取り出し、ポリマーの初期ゲル化の後に折りや捻りを加えることによって、その

パーツに永続的な形状を付与するのです。」 

 

将来的に、Rodriguez氏によると、同材料を極度に複雑なパーツの作製に利用できる

という。 

 

「複数組の転移温度を異にする配合組成からパーツを作り出し、さらに一定速度の温

度上昇で加熱すると、分節的に伸展して、より一層複雑な構造体へ展開すると考えられ

ます。」同氏はそう述べている。 

 

研究チームは 3D 積層造形のインク直描処理により、複数種類の構造体 ―電流か熱

により直線状になる屈曲式導電性デバイス、熱に触れると拡張するステント、加熱によ

り開閉する箱、を作製している。 

 

動画(リンク) 

 

同技術は、研究チームが語るところによれば、医療分野、並びに航空宇宙産業（展開

型太陽光パネルまたはアンテナ）、フレキシブル回路、ロボット用デバイスへの応用が

可能とのこと。 

 

 
 

LLNL の研究チームは 3D 積層造形のインク直描処理により、前出の熱曝露の後拡張するステントを

含む、複数種類の構造体を作製した。 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RJTSRJPKTxw
https://www.llnl.gov/sites/default/files/styles/downpage_art/public/rods_microscope.jpg?itok=iOQtaAmO
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「これらの材料は 3D構造ですが、さらに環境応答性を兼ね備えており、過去の形状

の記憶を保持できるのです。」同研究所所属の科学者、James Lewickiは言う。「これ

は一切の新たな特性の端緒となるものです。このような高分子複合材料を用いたプリン

トが可能であれば、モノを造り、電気的に活性化してそれを展開するようにできます。

凡庸な材料ではなく、このような高感度な応答性材料が待ち望まれていたのです。」 

 

本研究は、3D プリンタ製高性能炭素繊維複合材の開発を目指す、研究所主導研究開

発プロジェクトより派生したもの。 

 

紹介した以外の上記論文に貢献した同研究所の科学者および技術者は、Cheng Zhu、

Eric Duoss、Thomas Wilson、Chris Spadacciniの 4氏である。 

 

Jeremy Thomas  

thomas244@llnl.gov 

925-422-5539  

 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 渡邉 史子） 

 

 

出典：本資料は米国・ローレンスリバモア国立研究所 (Lawrence Livermore National 

Laboratory)の以下の記事を翻訳したものである。 

“Going beyond 3D printing to add a new dimension for additive manufacturing”  

https://www.llnl.gov/news/going-beyond-3d-printing-add-new-dimension-additive-

manufacturing 

 

https://pls.llnl.gov/people/staff-bios/msd/lewicki-j
https://st.llnl.gov/foundations/strategies/investments
https://st.llnl.gov/foundations/strategies/investments
mailto:thomas244@llnl.gov
https://www.llnl.gov/news/going-beyond-3d-printing-add-new-dimension-additive-manufacturing
https://www.llnl.gov/news/going-beyond-3d-printing-add-new-dimension-additive-manufacturing
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(1118-6) 

【環境・省資源分野】 

 

仮訳 

 

葉から木へ：大規模の人工光合成 (ドイツ) 

光電気化学的水分解の初の実用設計を開発 

 

2016年 9月 9日 

 

ユーリヒ総合研究機構(Forschungszentrum Jülich: FZJ)が、初の完全かつコンパクト設計

の人工光合成設備を開発。これは同技術の応用に向けた決定的な一歩である。本設備構想

は使用材料やシステムサイズの変更にも対応。同研究成果は『Nature Communications』

に掲載(DOI: 10.1038/NCOMMS12681)。 

将来、私たちが使用するエネルギーの大部分は太陽と風によって供給されるだろう。

これらの再生可能エネルギー源は供給量が変動しやすいため、効率の良い貯蔵技術が近年

集中的に研究されている。エネルギー源そのものと同様に、エネルギー貯蔵技術も環境に

優しく手頃な価格でなければならない。こうした傾向は光電気化学的な水の直接分解、す

なわち太陽電池と電解槽を組み合わせた人工光合成に関する研究において特に顕著であ

る。この技術を用いれば、太陽エネルギーを汎用的な貯蔵媒体である水素に直接変換でき

る。同プロセスに関する初の研究が行われたのは 1970年代だが、大きな注目を集めるよ

うになったのはここ数年のことである。これまでの研究は材料科学が中心で、効率の向上

を目的として新たな吸収材と触媒が開発されてきた。 

 

 しかし、FZJの太陽電池研究者 Jan-Philipp Becker と Bugra Turanは、従来ほとんど

軽視されてきた側面に注力している。それは、人工光合成技術を実験室から取り出して実

用化するための現実的な設計だ。「光電気化学的水分解は、今まで実験室規模でしか検証

されていません。個々の構成要素や素材は改良が進んでいますが、実適用を成し遂げよう

とした研究者はいないのです。」と、Turan氏は説明する。 

 

コンパクトで完結型、大型化も可能 

FZJエネルギー・気候研究所(Institut für Energie- und Klimaforschung: IEK)の専門

家である両者が作り上げた本設計は、通常の室内実験とは明らかに異なるものである。指

の爪ほどの小さな構成要素を配線で接続しただけの装置に代わり、低コストで入手が容易

な材料のみを使用したコンパクトな自立型システムを開発したのだ。 

 



NEDO 海外レポート NO.1118, 2016.12.27. 

21 

 

 今回の構成要素は表面積が 64平方センチメートルと、やや小型ではあるものの、フレ

キシブルな設計に仕掛けがある。基本となるユニットを何枚も並べて接続すれば、将来的

には数平方メートルサイズのシステムも作製可能だ。基本ユニットは、特殊なレーザー技

術で相互に接続された数個の太陽電池で構成されている。「ユニットは直列接続されてい

ますから、全てのユニットで水素製造に必要な 1.8ボルトの電圧に達します。この手法を

用いれば、実験室内でのスケールアップ実験で一般的に適用される他の構想よりもはるか

に高い効率が得られます。」と Becker氏は述べた。 

 

広範な技術に適合 

現時点では、本プロトタイプが太陽光から水素を生成する効率は 3.9%である。「大した

数値ではないと思われるでしょう。」と Bugra氏は認めた。「しかし当然ながら、これは

完結型設備の初試作に過ぎません。改良の余地はまだまだあります。」実際、両氏によれ

ば自然界の光合成の効率はわずか 1%であるという。Becker氏の考えでは、既存の太陽

電池材料を使用して本設計の効率を 10%前後まで比較的短い期間に引き上げられる可能

性がある。効率向上の手段は他にもある。例として、新型ハイブリッド材料のペロブスカ

イトを用いれば、最大 14%の効率を達成できる。 

 

 「この新設計の大きな利点の一つは、主要な二つの構成要素、つまり太陽エネルギーか

ら電力を生成する太陽光発電の部分と、その電力を使って水分解を行う電気化学的な部分

を個別に最適化できることです。」本構想は全ての薄膜太陽光発電技術と様々なタイプの

電解槽に対して柔軟に適用可能であり、既に FZJ研究者らは特許を取得している。「市場

での販売に向けて、初めての取り組みを進めています。私たちは、市場参入を実現する基

礎を構築したのです。」と Becker氏は語った。 
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FZJ の太陽電池科学者らが開発した光合成システムは、コンパクトかつ自立型で、

フレキシブルな設計によりスケールアップも可能。本構想はあらゆる薄膜太陽電池

と様々なタイプの電解槽に適用できる。 

Copyright: Forschungszentrum Jülich 

 
検証を行った光電気化学的水分解プロトタイプ装置の構成。システム全体を含水水

酸化カリウム溶液に浸して昼光色電球を照射すると、太陽電池で 1.8V の電圧が発

生する。この電圧を電解槽（前面、縞状のニッケルフォームが正極・負極として機

能）で利用して、水を水素と酸素に分解する。 

Copyright: Tobias Dyck/Forschungszentrum Jülich 

http://www.fz-juelich.de/SharedDocs/Bilder/PORTAL/EN/press/PR2016/2016-09-09artificial-ps-lawn.jpg;jsessionid=2AE0FC3C746E1052910398231547D251?__blob=poster
http://www.fz-juelich.de/SharedDocs/Bilder/PORTAL/EN/press/PR2016/2016-09-09artificial_photosynthesis.jpg;jsessionid=2AE0FC3C746E1052910398231547D251?__blob=poster
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動画 

動画をダウンロードする 

 

原論文 

"Upscaling of integrated photoelectrochemical water-splitting devices to large areas" by 

Bugra Turan, Jan-Philipp Becker, Félix Urbain, Friedhelm Finger, Uwe Rau, Stefan 

Haas,  

DOI: 10.1038/NCOMMS12681 

http://www.nature.com/ncomms/2016/160907/ncomms12681/abs/ncomms12681.html 

 

詳細情報 

Institute for Energy and Climate Research, Photovoltaics (IEK-5) 

 

連絡先 

Dr. Jan-Philipp Becker 

Institute of Energy and Climate Research, Photovoltaics (IEK-5) 

電話番号：+49 2561 61-9730 

Eメール：j.becker@fz-juelich.de 

 

Dr. Bugra Turan 

Institute of Energy and Climate Research, Photovoltaics (IEK-5) 

電話番号：+49 2561 61-9089 

Eメール：b.turan@fz-juelich.de 

 

Prof. Uwe Rau 

Institute of Energy and Climate Research, Photovoltaics (IEK-5) 

電話番号：+49 2561 61-1554 

Eメール：u.rau@fz-juelich.de 

 

Dr. Stefan Haas 

Institute of Energy and Climate Research, Photovoltaics (IEK-5) 

電話番号：+49 2561 61-9099 

Eメール：st.haas@fz-juelich.de 

 

プレス窓口 

Dr. Regine Panknin 

http://www.fz-juelich.de/SharedDocs/Videos/PORTAL/DE/presse/16-09-09-kuenstliche_ps.mp4;jsessionid=2AE0FC3C746E1052910398231547D251?__blob=videoFile
http://www.nature.com/ncomms/2016/160907/ncomms12681/abs/ncomms12681.html
http://www.fz-juelich.de/iek/iek-5/EN/Home/home_node.html;jsessionid=2AE0FC3C746E1052910398231547D251
mailto:j.becker@fz-juelich.de
mailto:b.turan@fz-juelich.de
mailto:u.rau@fz-juelich.de
mailto:st.haas@fz-juelich.de
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Corporate Communications 

電話番号：+49 2461 61-9054 

Eメール：r.panknin@fz-juelich.de 

 

 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 多胡 直子） 

 

出典：本資料は、ユーリヒ総合研究機構(Forschungszentrum Jülich)の以下の記事を翻

訳したものである。 

“From Leaf to Tree: Large-Scale Artificial Photosynthesis” 
(http://www.fz-juelich.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/UK/EN/2016/2016-09-

09from-leaf-to-tree.html) 

(Reprinted with permission of FZJ) 

mailto:r.panknin@fz-juelich.de
http://www.fz-juelich.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/UK/EN/2016/2016-09-09from-leaf-to-tree.html
http://www.fz-juelich.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/UK/EN/2016/2016-09-09from-leaf-to-tree.html
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(1118-7) 

【電子・情報通信分野】 

 

仮訳 

 

これまでで最も小さいトランジスタを作製 (米国) 

ローレンスバークレー国立研究所主導の研究がゲート長をわずか 1ナノメートルにすることで 

トランジスタサイズの大きな壁を破る 

2016年 10月 6日 

 

Sarah Yang (510) 486-4575 

 

これまで 10 年以上、技術者達は集積回路の構成要素微細化競争の終着点を探ってい

る。従来の半導体では、物理学の法則に規定されるトランジスタのゲート長の最少加工

寸法は 5nm、つまり現在市場に出回るゲート長 20nm のハイエンドトランジスタの約

1/4の大きさ、であると知られていた。 

 

法則には破られる、または少なくとも異論を唱えられるべくしてあるものも存在する。 

 

 

二硫化モリブデン製のチャンネルと 1nm のカーボンナノチューブ製のゲートを有するトランジスタのイメー

ジ図。（画像提供: Sujay Desai/UC バークレー) 

mailto:scyang@lbl.gov
https://newscenter.lbl.gov/wp-content/uploads/sites/2/2016/10/transistor_schematic670-628x353.jpg
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米国エネルギー省 (DOE)・ローレンスバークレー国立研究所 (LBNL)の faculty 

scientist、Ali Javey氏率いる研究チームは、1nmの作動ゲートを備えるトランジスタ

を作製し、法則を破ってみせた。参考までに、人間の毛髪は厚さ約 50,000nm である。 

 

「これまで報告された中で最小のトランジスタを私達は作りました」。同研究所材料

科学部門・電子材料プログラムの代表研究者である Javey氏はこう述べる。「ゲート長

はトランジスタの寸法を決定するものと考えられています。私達はゲート長 1nm のト

ランジスタを実証し、適した材料を選択すれば、電子機器にはまだ縮小の余地が多く残

されていると示したのです。」 

 

鍵となったのはカーボンナノチューブと二硫化モリブデン(MoS2)の使用で、後者は

自動車部品店でごく一般的に販売されているエンジン用潤滑剤。MoS2 は LED、レー

ザー、ナノサイズのトランジスタ、太陽電池、その他多くの用途で非常に大きな可能性

を持つ材料群の内の一つである。 

 

今回の成果は本日

Science誌にて発表

された。その他の本

論文の共著者は、

LBNLの faculty 

senior scientistでカ

リフォルニア大学バ

ークレー校(UCバー

クレー)教授の Jeff 

Bokor、Chenming 

Hu UCバークレー

教授、Moon Kimテ

キサス大学ダラス校

(UTダラス)教授、

H.S. Philip Wongス

タンフォード大学教

授ら。 

 

この技術の開発は、インテルの共同創業者であるゴードン・ムーアの集積回路上のト

ランジスタの集積度が 2年毎に倍増して行くという予測を今後も有効なものとし、ノー

ト型 PC、携帯電話、テレビ等電子機器の性能を向上させる、重要な糸口となり得る。 

 
LLBLの faculty scientist で UCバークレー教授の Ali Javey(左)と大学院生の Sujay 

Desai両氏がこれまでで最小のトランジスタを作製。2人の隣に置かれているのは、

ゲート長 1nmのトランジスタの電気的特性の測定に使用した、真空プローブステーシ

ョン。(画像提供：Marilyn Chung/LBNL) 

http://science.sciencemag.org/content/354/6308/99
https://newscenter.lbl.gov/wp-content/uploads/sites/2/2016/10/javey-desai670-510x340.jpg
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「半導体産業は長きにわたって 5nm 以下のゲートは作動しないだろうと考えていた

ため、それよりも小型のものについては考慮すらされなかったのです。」論文の筆頭著

者で Javey 研究室の大学院生、Sujay Desai 氏はこのように語る。「この研究は 5nm

以下のゲートについても視野に入れるべきだと示しています。産業界はシリコンのあら

ゆる能力を使い尽くそうとしてきました。しかし材料をシリコンから MoS2 に変える

ことで、わずか 1nm の長さのゲートを備えるトランジスタを作り、スイッチのように

動作させることができるのです。」 

 

「電子が制御不可能」な状態 

トランジスタは、ソース、ドレーン、ゲートの 3つの端子で構成されている。電流は

ソースからドレーンへ流れ、その電流は印加された電圧に反応して on/offの切り替えを

行うゲートにより制御される。 

 

シリコン、MoS2

のいずれも結晶格

子構造を有してい

るが、シリコンを移

動 す る 電 子 は

MoS2 と比較する

と有効質量が小さ

い。このことはゲー

ト長が 5nm 以上の

場合には非常に有

効だが、これ以下の

長さではトンネル

効果と呼ばれる量

子力学的現象が発

生し、ゲートバリア

は電子がソースか

らドレーンへと通

り抜けて行くこと

を防げない。 

 

Desai氏の言によれば、「これはつまりトランジスタをオフにできないということ」。

「電子が制御不可能なのです。」 

 

 

透過電子顕微鏡による本トランジスタの断面像。絶縁体（ジルコニア）で隔てられた

1nmのカーボンナノチューブ製ゲートと MoS2半導体。(画像協力：Qingxiao Wang/UT 

ダラス) 

https://newscenter.lbl.gov/wp-content/uploads/sites/2/2016/10/transistor_tem-cross670-454x340.jpg
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MoS2を流れる電子は有効質量が大きいため、その移動は短いゲート長でも制御可能

である。またMoS2は約 0.65nmの原子厚のシートにすることができる上、電界内で材

料がエネルギーを保存する能力を反映する尺度である誘電率は低下。電子の有効質量に

加えて、この 2つの特性はゲート長が 1nm にまで縮小された際にトランジスタ内部の

電流制御性を改善させるものである。 

 

ひとたび半導体材料が MoS2 と決まれば、次はゲートの構築となる。判明したとこ

ろ、1nm の構造体の作製は容易なことではない。従来のリソグラフィー技術はこのサ

イズには対応しない。そのため研究チームが目を向けたのは、直径 1nmの中空の円筒、

カーボンナノチューブであった。 

 

続いて研究チームは、カーボンナノチューブ製のゲートを有する MoS2 トランジス

タが電子の移動を効果的に制御したことを明らかにするため、デバイスの電気的特性を

測定した。 

 

「この研究ではこれまでで最小のトランジスタが実証されました。」UCバークレー

にて電気工学・計算機科学の教授も務める Javey氏はこう話す。「しかしこれは概念実

証です。まだトランジスタをチップに実装していませんし、これを何十億回と繰り返し

た訳ではありません。デバイス内の寄生抵抗を低減させるための自己整合製造工程も開

発していません。それでも、この研究はトランジスタのゲートは 5nm までと限定され

ることはもうないのだと示す目的で重要なのです。半導体材料とデバイス・アーキテク

チャの適切な操作によって、ムーアの法則はしばらく先まで維持されるでしょう。」 

 

LBNL における本研究の資金は主に DOE の基礎エネルギー科学プログラムの提供

によるもの。今回の研究活動の内、複数については DOE 科学局の共用施設である

Molecular Foundryにて行われた。 

 

2016年 10月 17日更新 

  

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 渡邉 史子） 

 

出典：本資料は米国・ローレンスバークレー国立研究所 (Lawrence Berkeley National 

Laboratory)の以下の記事を翻訳したものである。 

“Smallest. Transistor. Ever.”  

http://newscenter.lbl.gov/2016/10/06/smallest-transistor-1-nm-gate/ 

http://newscenter.lbl.gov/2016/10/06/smallest-transistor-1-nm-gate/
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(1118-8) 

【ロボット・AI技術分野】 

 

仮訳 

 

初の完全に柔らかい自律型ロボット（米国） 

 

マイクロ流体工学により制御された化学反応で動く 3D印刷された「octobot」には電子

機器がない 

2016年 8月 24日 

3D 印刷・機械工学・マイクロ流体工

学の専門家らによるハーバード大学

（Harvard University）の研究チーム

は、初の自律型でつながれていない完全

に柔らかいロボットを実証した。この小

さくて 3D 印刷されたロボット（ニック

ネームは「octobot」）は、この種のマシ

ンの新世代への道を拓くであろう。 

ソフトロボティクスは、人がいかにし

て機械（マシン）と関わるかを改革的に

変化させる助けとなる。しかし、研究者

らは、完全に柔軟なロボットを作ろうと

奮闘してきた。電力システムと制御システム（例えば、バッテリーや回路基板）は硬く、

これまでの軟体ロボットは、基板外システムにつながれているか硬い部品が装備されてい

るかのいずれかであった。 

ハーバード大学工学応用科学部（Harvard John A. Paulson School of Engineering 

and Applied Sciences）(SEAS)の工学応用科学教授 Robert Wood 氏および応用生物学エ

ンジニアリング教授 Jennifer A. Lewis 氏が、本研究を指揮した。また、Lewis 氏と

Wood 氏は、ハーバード大学ワイズ研究所（Wyss Institute for Biologically Inspired 

Engineering at Harvard University）の中心的な教職員でもある。 

写真：Lori Sanders 

 

バッテリーや回路基板といった硬い電子部品の代わり

に、「octobot」はマイクロ流体工学の論理回路を用い

ており、白金に接触すると気体に変わる過酸化水素が

動力源である。 

http://www.seas.harvard.edu/
http://www.seas.harvard.edu/
http://wyss.harvard.edu/
http://wyss.harvard.edu/
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「ソフトロボティクス分野の長年にわたる展望の一つは、完全に柔らかいロボットを

作ることですが、課題は常に、バッテリーや電子制御部等の硬い部品を類似する柔らかい

システムに置換する点と、それら全てをひとまとめにする点にあります。」と、Wood 氏

は言った。「この研究は、シンプルで完全に柔軟なロボットの主要な構成要素を簡単に製

造できることを実証し、より複雑な設計の基礎を築きます。」 

［動画］Octobot の紹介（リンク） 

本研究は、Nature 誌に掲載されている。 

「ハイブリッド方式の組立手法を通じて、ソフトロボットの本体に必要な各機能部品

（燃料貯蔵部・動力・アクチュエーション等）を速やかに 3D 印刷することができまし

た。」と、Lewis 氏は言った。「octobot は、組み込み型自律機能性の統合設計と積層造

形戦略を実証するために設計されたシンプルな実施形態です。」 

タコは、長きにわたり、ソフトロボティクスにおけるひらめきの源である。この興味

深い生き物は、内部骨格を持たないが信じがたいほどの強さと器用さを備える。 

ハーバード大学の octobot は空気圧に基づいており、加圧された気体から動力を得る。

ロボットの内側での反応が少量の液体燃料（過酸化水素）を大量の気体に変え、この気体

が octobot のアーム部に流れ込み風船のように膨らませる。 

「ソフトロボットの燃料源はいつも、ある種の硬い部品に依存していました。」と、

Wood 研究室の博士研究員で本論文の筆頭共著者の Michael Wehner 氏は言う。「過酸化

水素の素晴らしい点は、化学薬品と触媒（今回の場合は白金）の間のシンプルな反応によ

って硬い電源を置換できることです。」 

この反応を制御するため、チームは、特別教授でワイズ研究所の中心的な教職員であ

る共著者の化学者 George Whitesides 氏による先駆的な研究に基づいたマイクロ流体工

学の論理回路を用いた。シンプルな電子発振器の柔らかい類似品である本回路は、

octobot 内で過酸化水素がいつ気体を分解するのかを制御する。 

［動画］Octobot の動力：化学反応（リンク） 

「このシステム全体は、組立が簡単です。3 つの製作方法（ソフトリソグラフィー・造

形・3D 印刷）を組み合わせることにより、素早くこの装置を製造できます。」と、

Lewis 研究室の大学院生で本論文の筆頭共著者の Ryan Truby 氏は言った。 

https://youtu.be/1vkQ3SBwuU4
http://www.nature.com/nature/journal/v536/n7617/full/nature19100.html
http://gmwgroup.harvard.edu/content.php?page=gwhitesides
https://youtu.be/Y8GGTtq2_NU
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組立工程のシンプルさは、より複雑な設計のために道を拓く。次に、ハーバード大学

のチームは、這う・泳ぐ・環境とやりとりする等の動作ができる octobot を設計したいと

考えている。 

「この研究は、概念実証です。」と、Truby 氏は言う。「我々の自律型ソフトロボッ

ト作製手法がロボット研究者や材料科学者および先進製造に注目する研究者らにひらめき

を与えられたらいいと考えます。」 

本論文は、ワイズ研究所の Daniel Fitzgerald 氏およびコーネル大学（Cornell 

University）の Bobak Mosadegh 氏との共著であった。本研究は、ハーバード大学材料

研究科学工学センターを通じて全米科学財団（National Science Foundation）から、及

びワイズ研究所からの支援を受けた。 

 

 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 山本 恭子） 

 

 

出典：本資料はハーバード大学工学応用科学部（Harvard John A. Paulson School of 

Engineering and Applied Sciences (SEAS)）の以下の記事を翻訳したものである。 

“The first autonomous, entirely soft robot” 

http://news.harvard.edu/gazette/story/2016/08/the-first-autonomous-entirely-soft-

robot/ 

(Used with Permission of Harvard University) 

http://news.harvard.edu/gazette/story/2016/08/the-first-autonomous-entirely-soft-robot/
http://news.harvard.edu/gazette/story/2016/08/the-first-autonomous-entirely-soft-robot/
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