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(1120-1)
【ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・材料分野】
仮訳

ガスタービン翼を 3D 印刷で製造するブレイクスルー (独)
2017 年 2 月 6 日

3D 造形によるブレードにとっての極限条件：ブレードは毎分 13,000 回転、温度(摂氏)1,250 度超に対応。

シーメンス社がガスタービン翼の 3D 造形においてブレイクスルーを実現。今回初めて
同社開発チームは、全面的に積層造形法を適用して作製したブレードの全負荷試験を
実施した。
試験は英国・リンカーンにあるシーメンス社の工業用ガスタービン・テストセンターに
て行われた。リンカーン、ベルリン、フィンスポン(スウェーデン)より集まった同社の
エンジニアと Materials Solutions 社の専門家が協働し、数カ月かけてガスタービン翼
とその製造法を最適化。この国際的なプロジェクトチームはわずか 18 カ月の間に、各
部品の設計から部材の開発、品質管理の新手法と部品の耐用年数シミュレーションに至
るまでの、プロセスチェーン全体を開発することに成功した。またシーメンス社は、内
部冷却機構を全面的に見直して改良を加えた、積層造形法により製造したブレードの新
設計を評価した。
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積層造形法により作製したタービンのブレード

時速 1,600 キロメートル、荷重 11 トン
「これは積層造形技術にとって最も多くを求
められる用途先の一つである発電分野での積
層造形法の活用に向け、新境地を開く成果で
す」、と同社の電力・ガス部門の CEO、Willi
Meixner は述べている。さらにこう続ける。
「積層造形法は当社のデジタル化戦略におけ
る大きな柱です。試験の成功はフィンスポン、
リンカーン、ベルリンの当社エンジニアに加え
て Materials Solutions 社の専門家により結成
された、献身的な国際的プロジェクトチームの
尽力によりもたらされました」。

シーメンス社は積層造形技術により製作されたガ
スタービン翼の、初となる全負荷試験を終えた。

タービン翼は 13MW の SGT-400 型ガスター
ビンに搭載。このタービン翼は耐高温ニッケル

ベース超合金の多結晶粉末から製作され、タービン稼働中に生じる高圧と極高温、遠心
力に耐え得るものである。
「この期待の技術は、プロトタイプ開発にかかるリードタイムを最大 90%短縮させる
ことで、製造のあり方を変えつつあります。」

画像を Ctrl+クリックで動画を表示
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ガスタービン翼は極限条件に耐えられなくてはならない。タービンの内部には高圧、強
大な遠心力、高温が行き渡る。具体的には、全負荷時、ブレードはボーイング 737 旅客
機が飛行可能な速度の 2 倍である時速 1,600km で回転するが、その重量は満員のロン
ドンのダブルデッカーバスとほぼ同じ 11 トンである。さらにタービンのフル稼働時に
は 1,250℃のガスに覆われるため、ブレードは過酷な高熱に耐えることが求められる。

積層造形法
3D 造形で製造されるタービン翼：高性能ガス
タービンの部品を積層造形法により作製。

金属粉末

ﾚｰｻﾞｰ

ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ

コンピューター上で製品
のデジタル造形データを
作成。

粉末床が数マイクロ
メートル下降し、造
形中の部品が下方に
移動。

高性能超合金の粉末の
薄層を敷き詰める。

多結晶ニッケル超合
金の層を新たに敷
設、溶融し、層を重
ねていく。

レーザーはデジタル
造形データの層ごと
の外形図をトレース
する。

ファイバーレーザーのビーム
が粉末を溶融し、タービン翼
の第一層目を形成。

最終的に粉末状
の超合金から耐
熱タービン翼が
現れる。

画像を拡大表示(英語)

3D 造形がガスタービン翼製造に革命を起こす
これまでガスタービン用のブレードは、鋳造されるか鍛造されるかのいずれかであった。
タービンの鋳造には、ブレードを一枚一枚鋳造できるようになるまでに、煩雑で時間の
かかる、高コストなプロセスである複雑な金型の造形が必要だが、積層造形法はこのす
べてを変革するものである。積層造形法では先ず、金属粉末の薄層にレーザーを照射す
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ると粉末層が加熱され、溶融。レーザーを停止すると金属は冷却。このプロセスは一層
ずつ、3D プリンタがブレードモデルの出力を終えるまで繰り返される。開発チームは
積層造形法の力で、新型ガスタービン翼の設計から製造までの期間を、2 年から 2 カ月
に短縮することに成功した。
「期待のこの積層造形技術は製造のあり方を変化させます。この技術を利用すれば、プ
ロトタイプの開発を最大で 90%短縮することが可能です」と、Meizner CEO は語る。
「シーメンスは積層造形分野のパイオニアです。私達はより高効率で高稼働率の新型ガ
スタービンの開発の高速化を図っており、これによって顧客により速く新技術を提供で
きるようになります。こうして生まれた生産の融通性は、要望により忠実に応じる製品
開発と個別のスペアパーツのオンデマンド供給を実現させます」。
文：Martin Siebert
Siemens AG プレス連絡先
Alfons Benzinge (Mr): alfons.benzinger@siemens.com
問い合わせ(メールによる受付)
pof@siemens.com
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・シーメンス社の以下の記事を翻訳したものである。
“Breakthrough with 3D printed Gas Turbine Blades”

https://www.siemens.com/innovation/en/home/pictures-of-thefuture/industry-and-automation/additive-manufacturing-3d-printed-gasturbine-blades.html
(Reprinted with permission of Siemens AG)
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(1120-2)
【新エネルギー分野(太陽光発電)】
仮訳

超薄膜 CIGS 系太陽電池高効率化の方法（独）
2017 年 3 月 14 日
背面のナノ分子が光捕集を促進
超薄膜 CIGS 系太陽電池（セル）は、生産過
程でレアアースとエネルギーの使用量が大幅
に削減されるが、同時に効率の著しい減少と
いうマイナス面を持つ。ヘルムホルツセンタ
ー・ベルリン研究所とオランダ原子分子国立
研究所(AMOLF)は共同で、超薄膜 CIGS 系セ
ルの光吸収率の低下を防ぐ方法を実証した。
「Advanced Optical Materials」の表紙に
掲載されたイラスト画。ナノ構造による光
捕集をイラスト化したもの。
出典：
「Advanced Optical Materials 」 (5,
2017)

同研究所は、光捕集のためにナノ構造の裏面
電極を設計し、短絡電流密度で、より厚い
CIGS 系セルの最高値にほぼ並ぶ、歴代最高値
を記録した。

CIGS 系セルは、黄銅鉱型結晶(chalcopyrite structure)にある銅、インジウム、ガリウ
ムおよびセレンから成り、光を電気エネルギーに変換する。薄膜 CIGS 系セルの変換効
率の最高値は実験室レベルで 22.6％に達した。また、広く普及しているシリコン系モジ
ュールに対し、エネルギーペイバックタイムの短縮化や、日陰に対する感度の低下など
の優位性がある。
インジウムの使用量が少なくて済む
しかしながら、CIGS 系セルを大量生産すると、レアアースであるインジウムの供給に
影響を及ぼす可能性がある。したがって、同セルの膜を薄くすることは有意義な選択肢
である。従来の CIGS 系薄膜の厚さが 2-3μm であるのに対し、厚さ 0.5μm 以下の「超
薄膜」では、インジウムの使用が大幅に削減される。しかしながら、光吸収率が大幅に
低下し、結果的にセルの変換効率が著しく低下するというマイナス面がある。

5

NEDO 海外レポート NO.1120, 2017.9.22.

ナノ構造の裏面電極と反射防止膜の組み合わせ
ヘルムホルツセンター・ベルリン研究所で Martina Schmid 教授が率いる「Young
Investigator」チームの「Nanooptix」は、超薄膜 CIGS 系セルの吸収率のロスの防止
方法を提示した。同チームは、オランダ原子分子国立研究所(AMOLF) の Albert
Polman 教授のグループと共同で、超薄膜 CIGS 系セルの光捕集に、ITO（透明導電膜）
の上のシリカナノパターンで構成されるナノ構造の裏面電極を設計した。
短絡電流密度の最高値を記録
背面反射体と反射防止膜を組み合わせた厚さ僅か 0.39μm の CIGS 系膜を備えるチャ
ンピオンセルは、短絡電流密度 34.0 mA/cm2 を記録した。これは超薄膜 CIGS 系セル
としては歴代最高値で、厚い薄膜 CIGS 系セルの短絡電流密度の最高値の 93%に相当
する。
ナノ構造により、電気的性能も向上
さらに興味深いことに、ナノ構造の裏面電極によってセルの電気的性能が向上し、同じ
厚さの平面のセルに対して 47%高い変換効率を実現した。当該研究関連の論文の第一
執筆者である Guanchao Yin 氏は、以下のように述べている。「これらの成果により、
ナノ構造は光学的にも電気的にも同時に、超薄膜 CIGS 系セルに利益を与え得るもので
あることを証明した。」現在、実験物理学の教授として Duisburg 大学に在職する
Martina Schmid 教授は、以下のように述べた。
「この成果は、光電子工学的ナノパター
ン化により、材料使用量を削減しながら高効率なセルを実現することが可能であること
を示している。私は、Young Investigator チーム と共にキャリアをスタートさせるこ
とができた。ヘルムホルツセンター・ベルリン研究所とヘルムホルツ協会に対し、この
ような機会を与えてくれたことを感謝している。
」
この研究は『Advanced Optical Materials 』誌(5, 2017)の冒頭に以下のタイトルで掲
載されている。
「ナノホトニクスの利用(contacts)による超薄膜 CIGS 系セルの光エレクトロニクスの
向上」(Optoelectronic Enhancement of Ultrathin CuIn1–xGaxSe2 Solar Cells by
Nanophotonic Contacts)
論文執筆者は、Guanchao Yin 氏、Mark W. Knight 氏、Marie-Claire van Lare 氏、
Maria Magdalena Solà Garcia 氏、Albert Polman 氏、Martina Schmid 氏である。
DO1:

10.1002/adom.201600637
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翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 坂田 裕子）
出典：本資料はヘルムホルツセンター・ベルリン研究所の以下の記事を翻訳したもので
ある。
“How to increase efficiencies of ultrathin CIGSe solar cells”

http://www.helmholtzberlin.de/pubbin/news_seite?nid=14631&sprache=en&typoid=49880
(Used with Permission of Helmholtz-Zentrum Berlin)
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(1120-3)
【環境・省資源分野】
仮訳

新しいポリマー添加剤がプラスチックのリサイクルに
革新をもたらす（米国）
2017 年 2 月 23 日
コーネル大学の化学・ケミカルバイオロジーの Geoffrey Coates 教授は、プラスチック
とリサイクルについて話す時、いつも冒頭で以下の質問をする。「2 リットル入りボト
ルやテイクアウト用の容器などに使われるプラスチック 7,800 万 t のうち、実際にリサ
イクルされて、同じように容器として再利用されるのは何%でしょうか？」
答えは、「僅か 2％」である。悲しいことに、3 分の 1 がそのまま垂れ流され、約 14％
が焼却処分および(あるいは)エネルギー回収に利用され、実に 40％がゴミ埋め立て地で
処分される。
問題の一つは、世界のプラスチックの 2/3 を占めるポリエチレン(PE)とポリプロピレン
(PP)は、それぞれ化学組成が異なるために、一緒に再利用できないということである。
これら 2 つの素材が世に出て 60 年が経つが、一つに混合するための効率的な技術は、
いまだに実現していない。
しかしながら、Coates 教授のラボでの発見により、この状況が変わる可能性がある。
同教授と彼のグループは、ミネソタ大学のグループと共同で、マルチブロックポリマー
を開発した。このマルチブロックポリマーの微量を、両立不可能な 2 つの素材の混合物
に添加すると、新しく、機械的に強靭なポリマーが生み出される。
メディア関連情報：同研究について解説している研究員のビデオが YouTube で閲覧可
能。ビデオ、図、および研究論文は https://cornell.box.com/v/Polymer でダウンロード
可能。
コーネル大学とミネソタ大学の 2 つのグループの成果の詳細については、オンラインで
2 月 23 日に『Science』で公開された論文“Combining polyethylene and polypropylene:
Enhanced performance with PE/iPP (Isotactic-PP) multiblock polymers”を参照のこ
と。

8

NEDO 海外レポート NO.1120, 2017.9.22.

Coates 教授のグループの博士研究員である James Eagan 氏が、同論文の筆頭執筆者
である。他には、研究員である Anne LaPointe 氏や、元客員科学者である Rocco
DiGirolamo 氏が協力した。
科学者は何年もの間、Coates 教授、LaPointe 氏、Eagan 氏が成し遂げたようなポリマ
ーの開発に挑戦してきた。PE と PE の層を交互に重ねたものに、ごく微量のテトラブ
ロックコポリマーを添加することによって、彼らがテストしたダイブロックコポリマー
よりも優れた強度を持つ素材が生成された。
彼らは、異なるマルチブロックポリマーを接着剤として、2 本のプラスチックの細片を
結合し、それぞれを機械的に引っ張って引き剥がすという実験を行った。ダイブロック
コポリマーで結合した細片は、かなり早く引き剝がされたが、テトラブロック添加剤で
結合したものはよく持ちこたえて、逆にプラスチックの細片の方が折れるほどだった。
Coates 教授は以下のように述べた。「これまでにも、同様の実験が行われたことはあ
りましたが、いつも、柔らかい素材を 10％加えるという手法でした。そうすると、優れ
たプラスチック特性は得られず、むしろ元の素材よりも劣化した特性しか得られません
でした。」
「(今回の実験で)何がすごいかというと、添加物を僅か 1％添加するだけで、非常に優
れた特性を持つプラスチックアロイを得られるということです。」
Eagan 氏は以下のように述べた。「このテトラブロックコポリマーは、リサイクリング
技術の改善に有望な手立てとなるだけでなく、全く新しいクラスの、機械的に強靭なポ
リマーブレンドを生み出す可能性があります。」
「もし、ミルクのプラスチック容器を作る際に、機械的により優れた特性のプラスチッ
クを使えば、素材の使用量が 30％削減される可能性があるとしたら、その持続可能性
について考えてみましょう。プラスチック、石油の使用量とリサイクルの量が減ります。
また、生成物の重量が軽くなるため、それらを運搬するためのガソリン消費量も減るこ
とになります。」
Coates 教授のグループと、ミネソタ大学のケミカルエンジニアリングと材料科学の
Frank Bates 教授が率いるグループとの共同研究に対して、Center for Sustainable
Polymers(持続可能なポリマー・センター)、NSF（国立科学財団) 、Center for Chemical
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Innovation(化学イノベーションに対する国立科学基金センター)から資金的な支援が
あった。

コーネル大学には、メディアからのインタビューに対応するためのテレビ、ISDN 回線、
専用の Skype/Google+Hangout スタジオがある。追加の情報については、this Cornell
Chronicle story を参照のこと。
文：Tom Fleischman
翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 坂田 裕子）
出典：本資料は、コーネル大学の以下の記事を翻訳したものである。
“New polymer additive could revolutionize plastics recycling”

http://mediarelations.cornell.edu/2017/02/23/new-polymer-additive-couldrevolutionize-plastics-recycling/
(Used with Permission of Cornell University)
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(1120-4)
【ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・材料分野】
仮訳

白金量を低減した新しい電極触媒で前途有望な結果を獲得
(フィンランド)
2017 年 3 月 23 日

研究者は、通常必要な量の 1/100 の白金量で電極触媒の製造に成功した。

原子レベルで高分散した白金
(Atomically dispersed Pt)

水素発生反応
(HER)

シングルウォール
ナノチューブ
(SWNT)

密度汎関数理論(DFT：density functional theory)は、カーボンナノチューブ(CNT)が単一白金原子を安定さ
せ、従来の白金ナノ粒子と比較して、CNT の表面での水素発生反応がより効率的に起きることを示唆してい
る。

白金は非常に高価な金属であり、このことが、再生エネルギーの成長を妨げる障害の一
つとなっている。白金は、化学化合物としての電気エネルギーを貯蔵する電解槽で触媒
として使われている。また、燃料電池、触媒コンバーター、産業界で使用されている多
くの化学的プロセスで重要な役割を果たしている。
Tanja Kallio 教授と Kari Laasonen 教授が率いるアールト大学の研究者のグループは、
商業製品で通常使われる量の 1/100 の白金量しか使わない電極触媒の製造方法を開発
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した。新しい材料を使用して得られた今回の成果は、商業的な電極触媒に似たものであ
る。この方法は、CNT の特殊な性質をベースにしたものである。
「CNT の表面に白金を電着すると、一組の原子から成る粒子を形成します。グラフェ
ン等の他材料の上では、白金はより大きなナノ粒子を形成します。」と Tanja Kallio 教
授は説明し、以下のように述べた
「我々は、曲面上の炭素原子は緊張状態にあるため、ナノチューブの表面にある白金を
安定させようとする傾向があるのだと考えています。これにより、白金原子は、小さく
て触媒活性を示す粒子を形成することが可能となるのです。我々のモデリングは、炭素
結合が緊張状態にあればあるほど、白金の安定性が高まるということを示しています。
チューブが小さくなればなるほど、曲面の曲がり具合はきつくなり、緊張状態がより大
きくなるため、ナノチューブの直径もまた重要です。」

白金クラスター（明るい色）を電着した CNT のトンネル電子顕微鏡 (TEM：tunneling electron
microscope) 画像
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1/3 の価格
電解槽は、水素結合エネルギーして電気エネルギーを蓄える。実際には、風力等の発電
量が変動するエネルギーを蓄えて、エネルギーの需要と生産を均衡させる。
電極触媒は電解槽の価格の約 1/3 を占めるため、使用する白金量を低減することにより、
プロセスの大幅なコストダウンが実現可能となる。
Kallio 教授は以下のように述べている。
「白金は、価格に加え、入手困難であることもまた問題です。白金は EU の『危機的状
況にある原材料のリスト』に含まれているため、これを使用することは、希少性あるい
は地政学的な問題により、物議を醸すことになります。そのため、EU は白金の使用を
低減しようとしています。私は、そのために、アールト大学が開発した電極触媒の機能
性はラボで証明されるにとどまっているということを強調したいのです。」
同教授はまた、以下のように述べた。
「小規模で室温下という条件であれば、電極触媒は長期的に安定し、使用が可能です。
次のステップでは、高温下で実施されることが多い実際の用途において、製造規模を拡
大して、電極触媒が機能するかを試験します。」
研究の結果は、『 ACS Catalysis』に掲載されたばかり。掲載記事へのリンク 、
(pubs.acs.org)
問い合わせ先：Tanja Kallio 教授
Kari Laasonen 教授(モデリング)

Tel. +358 50 563 7567
Tel. +358 40 557 0044

tanja.kallio@aalto.fi
kari.laasonen@aalto.fi

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 坂田 裕子）

出典：本資料は、アールト大学の以下の記事を翻訳したものである。
“Promising results obtained with a new electrocatalyst that reduces the need for
platinum”

http://www.aalto.fi/en/current/news/2017-03-23/
(Used with permission of Aalto University)
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(1120-5)
【ロボット・AI 技術分野】
仮訳

学習する電子シナプス：人工脳の実現に向かう？(仏)
2017 年 4 月 3 日 パリ

フランス国立科学研究センター (CNRS)、タレス (Thales)、ボルドー大学、パリ第 11 大
学及びエヴリー (Evry)の研究者らが、自律的に学習する人工シナプスを開発した。さら
に、同デバイスのモデル化にも成功。より複雑な回路の開発に極めて重要となる。同研究
内容は科学誌『Nature Communications』にて 2017 年 4 月 3 日に発表された。
バイオミメティクスの目標の一つは、よりインテリジェントな機械の設計のために人間の
脳機能から着想を得ることである。このことは、画像認識等の特定のタスク遂行に利用す
るアルゴリズムという形態で、すでに IT において展開されている。画像認識は、例えば
Facebook が写真の特定に利用しているものだが、このプロセスではエネルギーを大量に
消費する。Vincent Garcia (Unité mixte de physique CNRS/Thales)と同僚研究者らは、
自律的に学習する人工シナプスをチップ上に直接作製することでこの分野で一歩前進した。
さらに、この学習能力を説明する物理的モデルも開発。今回の研究結果は、シナプスのネ
ットワークを作製し、より高速で低エネルギー消費型のインテリジェントシステムを開発
する可能性を拓くものである。
人間の脳の学習プロセスは、
ニューロン間の連結を担うシナプスと密接に結びついている。
シナプスが刺激をより多く受けるほど、ニューロン間の結合が強化され学習効果が向上す
る。研究者らはこのメカニズムに着想を得て、メモリスタ(memristor)と呼ばれる人工シナ
プスを設計した。このナノ電子部品は強誘電性の薄膜層が 2 本の電極で挟まれた構造で、
人間の脳のニューロンのものと同様な電圧パルスで電気抵抗を調整する。シナプスの結合
は、この電気抵抗が低い場合は強く、高い場合は弱くなる。この電気抵抗を適応させる能
力により、シナプスによる学習が可能になる。
人工シナプスに焦点を当てたこのような研究には多くの研究所が注目しているが、その機
能はほとんど理解されていない。今回、この機能を予測する物理モデルの開発に初めて成
功。このプロセスの理解により、メモリスタで相互に連結する一連の人工ニューロン等の
さらに複雑化したシステムの構築が可能となる。
14
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今回の研究結果は、ULPEC H2020 Europoean プロジェクトの一環にて、視界に変化があ
る場合にのみピクセルが作動する革新的なカメラ注 1 を使用したリアルタイム形状認識に
応用される。データ処理に必要なエネルギーが低減し、選択したオブジェクトをより速く
検 知 す る 。 こ の 研 究 に は CNRS/Thales 物 理 共 同 研 究 ユ ニ ッ ト 、 Laboratoire de
l'intégration du matériau au système (CNRS/ボルドー大学/ボルドー INP)、米国アーカ
ンサス大学、Centre de nanosciences et nanotechnologies (CNRS/パリ 11 大学)、エヴリ
ー大学及びタレスの研究チームが参加した。

© Sören Boyn / CNRS/Thales physics joint research unit.
電子シナプスのイメージ図：図中の粒子は、酸化物を介して循環する電子を表す(生体のシ
ナプスの神経伝達物質を模倣）
。電子の流れは電圧パルスで制御される酸化物の強誘電ドメ
イン構造により決定。

英語版プレスリリース :
http://www2.cnrs.fr/sites/en/fichier/cp_ia_biomem_cnrs_anglais_web.pdf
注: 1 プロジェクトパートナーの Chronocam が提供
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Nature Communications 掲載論文:
Learning through ferroelectric domain dynamics in solid-state synapses.
Sören Boyn, Julie Grollier, Gwendal Lecerf, Bin Xu, Nicolas Locatelli, Stéphane Fusil,
Stéphanie Girod, Cécile Carrétéro, Karin Garcia, Stéphane Xavier, Jean Tomas,
Laurent Bellaiche, Manuel Bibes, Agnès Barthélémy, Sylvain Saïghi, Vincent Garcia.
Nature communications, 3 April 2017. DOI : 10.1038/NCOMMS14736. ウェブサイトを
見る
連絡窓口：
CNRS Researcher l Vincent Garcia l T + 33 (0)1 69 41 58 59 l
vincent.garcia@cnrs-thales.fr
CNRS Press Officer l Alexiane Agullo l T + 33 (0)1 44 96 43 90 l
alexiane.agullo@cnrs-dir.fr
翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 松田 典子）
出典：本資料は、フランス国立科学研究センター(Centre National de la recherche
scientifique : CNRS)の以下の記事を翻訳したものである。
“Electronic synapses that can learn: towards an artificial brain?”
(http://www2.cnrs.fr/en/2903.htm)
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(1120-6)
【電子・情報通信分野】
仮訳

薄膜透明フィルムの発見がエレクトロニクスと太陽電池を進展
(米国)
2017 年 5 月 5 日

ミネソタ大学が主導の研究チームが、同類の材料の中でもこれまでで最も高い導電性を備えた
ナノスケール薄膜材料を新たに発見。

ミネソタ大学が主導の研究チームが、同類の材料の中でもこれまでで最も高い導電
性を備えたナノスケール薄膜材料を新たに発見した。この新材料はより小型、高速で
高出力の電子機器に加え、さらに高効率な太陽電池をもたらす可能性がある。
この発見は、自然科学の全分野より質の高い研究成果を刊行するオープンアクセスジ
ャーナル、Nature Communications にて本日(2017 年 5 月 5 日)発表された。
研究チームによれば、この新材料を他に類を見ないものとしているのは高い導電性で
あり、それにより電子機器の電気の伝達と高出力化が助長されるのだという。同時に同
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材料は広いバンドギャップを有しているが、これは材料が光を難なく透過させる、つま
り光学的に透明であるということ。だが多くの場合、広バンドギャップの材料は概して
導電性が低いか、透過性に乏しいかのどちらかである。
「この高導電性と広バンドギャップによって、高出力電子機器、ディスプレイ、タッ
チスクリーン、さらには太陽電池を含め、光を通すことが要件である多種多様なデバイ
スに利用可能な光透過性導電薄膜の作製に理想的な材料とされるのです」。ミネソタ大
学の化学工学・材料科学の教授で、今回の研究の筆頭研究者である Bharat Jalan 氏は
こう語っている。
現在、通常の電子機器中の透明導電体の大半は、インジウムという化学元素を使用す
るものである。しかしインジウムの価格は過去 20 年間増加傾向にあり、現行のディス
プレイ技術のコストに反映されている。そのため、インジウムベースの透明導電体と同
等かそれ以上に機能する代替材料の探索に向け、膨大な数の研究がなされている。
ここで研究チームは一つの解決策を見出した。新規の合成法を用い、新たに透明導電
性薄膜を開発したのである。この合成法では BaSnO3 薄膜（バリウム、スズ、酸素の
組み合わせ。スズ酸バリウム）を成長させるのだが、今回、スズ元素の原料を化学前駆
体へと変更した。このスズの化学前駆体は、化学反応性が向上し、金属酸化物の形成プ
ロセスを大きく改善させる特異なラジカル性を持つ。バリウムとスズはいずれもインジ
ウムよりも格段に安価で、かつ大量に入手可能な材料である。
「スズの化学前駆体を一番最初に使用した際、この従来と異なるアプローチがここま
で上手く機能したことに少なからず驚きました」と同大学の化学工学・材料科学の大学
院生で、前出の論文の第一著者である Abhinav Prakash は話す。「これは大きな賭け
でしたが、私達にとっては相当に大きなブレークスルーとなりました」。
Jalan 教授と Prakash 氏は、この新プロセスは膜厚、組成、欠陥濃度のこれまでにな
い制御性により今回の材料の創成を可能にしたが、さらにこれは他の材料系の内、酸化
しづらい元素の系に好適であると考えられる、と述べている。また同プロセスは再現性
があり、スケーラブルである。
さらに両氏は、同材料の高導電性の発見は、欠陥濃度の減少による極めて良質な構
造に負うものだ、と続けた。次のステップは引き続き欠陥を原子レベルで減少させる
ことだと言う。
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「この材料は同種の材料の中で最も高い導電性を有してはいますが、欠陥を減らせば
新たな物性発見につながる非常に大きな可能性がある他、まだ改善の余地は多く残され
ています。これが次の目標です」と Jalan 教授は話している。
本研究は国立科学財団(NSF)、空軍科学研究局(AFOST)及び、米国エネルギー省より
資金提供を受けた。
今回の研究チームは、Jalan 教授、Prakash 氏に加え、Peng Xu（本学化学工学・材
料科学大学院生）、Cynthia S. Lo（ワシントン大学助教授）、Alireza Faghaninia（同
大学元大学院生）、Sudhanshu Shukla（ローレンスバークレー国立研究所、南洋理工
大学研究員）、Joel W. Ager III（ローレンスバークレー国立研究所、カリフォルニア
大学バークレー校非常勤教授）の各氏他。
研究論文 “Wide Bandgap BaSnO3 Films with Room Temperature Conductivity
Exceeding 104 Scm-1”の全文講読は、Nature Communications のウェブサイトを閲覧
のこと。

注：本件の以前の発表では、過去数年間でインジウムの価格が大幅に高騰していると述
べていたが、本稿ではこの部分につき訂正を加えた。
メディア連絡先
Lacey Nygard

News Service

+1(612) 625-0552 ljnygard@umn.edu

Rhonda Zurn

College of Science and Engineering
+1(612) 626-7959 rzurn@umn.edu
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・ミネソタ大学 (The University of Minnesota)の以下の記事を翻
訳したものである。
“New thin transparent film could improve electronics and solar cells”
https://twin-cities.umn.edu/news-events/new-thin-transparent-film-could-improveelectronics-and-solar-cells
(Reprinted with permission of the University of Minnesota)
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(1120-7)
【バイオテクノロジー分野】
仮訳

感湿性の運動着を開発（米国）
生きた細胞で裏打ちした通気弁が、運動愛好家の汗に反応して開閉する
2017 年 5 月 19 日
文：Jennifer Chu

この通気性運動着（ワーク
アウトスーツ）のプロトタ
イプは、運動愛好家の身体
の発熱と発汗に反応して開
閉する通気弁を備えてい
る。左の写真は運動前の、
通気弁が平らな状態を撮
影。運動後、通気弁は巻き
上がった。
画像：Hannah Cohen

MIT の研究チームは、運動愛好家の身体の発熱・発汗に反応して開閉する通気弁付き
の通気性ワークアウトスーツを開発した。通気弁のサイズは親指の爪大から指のサイズ
まであり、湿気の変化に反応して収縮・膨張する生きた微生物細胞で裏打ちされている。
細胞は微小のセンサーやアクチュエータとして機能し、運動する人が発汗すると通気弁
を開き、身体が冷却すると閉じる。
また研究者らは、細胞で裏打ちされた通気弁を備え、弁の内側の層が外気を吸い込み、
湿気を逃がすランニングシューズも作成した。両方のデザインの詳細は本日『Science
Advances』に掲載された。
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(動画：画像上で Ctrl キーを押しながらクリックしてリンク先を表示)

なぜ反応性ファブリックでは、生きた細胞を使用するのか？研究者は、感湿性細胞は、
感湿して反応するための追加の要素を必要としない、と述べている。彼らが使用した微
生物細胞は、触れたり、食べたりしても安全であることが証明されている。また、現在
入手可能な新しい遺伝子組み換え技術を使用すれば、これらの細胞を迅速かつ大量に準
備し、感湿性に加えて多様な機能を発揮させることが可能となる。
この最後の点について実証するために、研究者らは感湿性細胞を操作して、通気弁が開
くだけでなく、湿気の状態に応じて発光するようにした。
「我々は、細胞を遺伝子組み換え技術と組み合わせて、これらの生きた細胞に他の機能
を組み込むことができます。」と、論文の筆頭執筆者であり、MIT Media Lab と化学
工学科の元研究者である Wen Wang 女史は述べている。「蛍光発光を例にとると、こ
れによって、あなたが暗闇の中を走っているということを周囲に知らせることができま
す。我々は将来、遺伝子工学によって、香りを出す機能を組み合わせられるようになる
でしょう。そうなれば、ジムに行った後に、シャツから芳香を出すことが可能になるか
もしれません。」
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Wang 女史の共同研究者には、MIT の機械工学、化学工学、建築、生物工学、ファッシ
ョンデザインといった分野を専門とする 14 人の研究者と、New Balance Athletics の
研究者が含まれている。Wang 女史はまた、bioLogic という名のプロジェクトを元大学
院生の Lining Yao 氏と共同で主催した。bioLogic プロジェクトは、Jerome B. Wiesner
Professor of Media Arts and Sciences の石井裕氏が率いる MIT Tangible Media group
の一環である。
形状変化する細胞
生物学者は自然界で、松ぼっくりから微生物細胞、さらには特殊なタンパク質に至るま
で、生物とその成分が湿度の変化により、構造や量を変えることができることを目の当
たりにしてきた。MIT チームは、酵母、バクテリア、その他の微生物細胞のように自然
界に存在して形状変化するものを、感湿性ファブリックの製作における基盤として使用
できるかもしれないと仮定した。
「これらの細胞は非常に強力であるため、これでコーティングした基材を曲げることも
可能です。」と Wang 女史は述べている。
研究者は最初、湿度の変化に反応して膨張・収縮することが判明した大腸菌の中で最も
一般的な非病原株を使用した。さらに、緑色蛍光タンパク質が発現するよう細胞を操作
し、感湿による発光を可能にした。
次に、過去に開発したセルプリンティング技術を用いて、加工していない天然のラテッ
クスシートに大腸菌を印刷した。
大腸菌細胞で出来た平行線をラテックスシートに印刷して 2 層構造を作り、湿気が変化
する環境にさらした。同ファブリックを乾燥用ホットプレートの上に置くと、細胞は収
縮を始め、上に重なっているラテックス層は巻き上がった。次に、同ファブリックを蒸
気にさらすと、細胞は発光と膨張を開始し、ラテックス層は平らになった。Wang 氏は、
このような乾燥・湿潤サイクルを 100 回経た後、同ファブリックには、セル層または全
体的な性能での「劇的劣化がなかった」ことを確認した、と述べている。

発汗しない
研究者らは、このバイオファブリックをウェアラブルな衣服へと加工し、細胞で裏打ち
されたラテックス製の通気弁を背中一面に配したランニングスーツを制作した。過去に
作成された、身体のどこで発熱と発汗があるのかを示した地図に基づいて、各通気弁の
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サイズと開放の度合いを調整した。
「皆さんは、熱と汗は同じだと考えているかもしれませんが、実際には下部脊椎などの
いくつかの部位では、多量の発汗においても、あまり発熱しないのです。」と Yao 氏は
語る。「私たちは発熱・発汗マップを融合させて衣服をデザインし直しました。たとえ
ば、身体のより多く発熱する部位にある通気弁は、大きくしました。」
各通気弁の下にあるサポートフレームにより、ファブリックの内側の細胞層が直接肌に
触れないようになっているが、それでも細胞は、皮膚の真上にある空気中の湿度変化を
感知して反応することが可能なのである。同スーツの着用試験では、被験者がスーツを
着用してランニングマシーンや自転車で運動している間、研究者は、被験者の背中一面
に取り付けられた小型センサーで体温と湿度をモニタリングした。
被験者が熱と汗を感じた 5 分後に、同スーツの通気弁が開き始めた。センサーで測定し
たところ、このような機能を備えていない通気弁が付いた同様のランニングスーツを着
用した時よりも、身体から効率的に汗を逃して皮膚温度を低下させた。
Wang 女史は、自身が同スーツを着用した際に、期待していたような感覚が通気弁から
得られたことを感じた。数分間激しくペダルを踏んだ後、「背中にエアコンを着ている
ように感じました。」と振り返る。

通気性ランニングシューズ
研究チームはまた、感湿性ファブリックを靴のラフ・プロトタイプにも応用した。足裏
が靴のソールに触れる部位に、下向きに湾曲した複数の通気弁が縫い付けてあり、細胞
で裏打ちした層は、ランナーの足に触れることなく足裏に対面するようになっている。
彼らは、ランニングスーツの時と同様に、足の発熱・発汗マップに基づき通気弁のサイ
ズと位置を設計した。
「最初は、靴の上に通気弁をつけようと思いましたが、ヒトは通常、足の上側には発汗
しません。」と Wang 女史と述べた。「しかし、足裏では多量に発汗し、これによって
イボのような疾患が引き起こされます。そこで私たちは、足を乾燥したままの状態に保
ち、これらの疾患を避けることが可能なのではないか？と思ったのです。」
研究者が周りの湿度を上昇させると、ランニングシューズの通気弁は、ワークアウト用
スーツと同様に開き、発光した。また、乾燥した状態では通気弁は発光をやめ、閉じた。
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研究チームは今後、スポーツウェアのメーカーと協力して、デザインの商品化を図り、
感湿性カーテン、ランプシェード、ベッドシーツなど他の用途を探求する。
Wang 女史は、
「我々はパッケージングについて考え直すことにも関心を持っています。
第 2 の皮膚というコンセプトから、反応型パッケージングという新しいジャンルが生ま
れるかもしれません。」と述べている。
「この研究は、新しい材料やデバイスの開発や、新機能の実現に生物学の力を活用する
という試みの一例です。」と、機械工学科の Robert N. Noyce Career Development 准
教授で、本論文の共同執筆者でもある Xuanhe Zhao 氏は述べている。「この『生きて
いる』材料とデバイスという新しい分野は、工学と生物システムとの境界領域において、
重要な用途へと結びつくことでしょう。」
この研究の一部は、MIT Media Lab と Singapore-MIT Alliance からの支援を受けた。

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 坂田 裕子）
出典：本資料は、マサチューセッツ工科大学の MIT News の以下の記事を翻訳したも
のである。
“Researchers design moisture-responsive workout suit”
http://news.mit.edu/2017/moisture-responsive-workout-suit-0519
(Reprinted with Permission of MIT News)
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(1120-8)
【新エネルギー分野（太陽光発電）】
仮訳

超安定的なペロブスカイト太陽電池は1年以上安定（瑞）
2017 年 6 月 1 日 スイス

スイス連邦工科大学ローザンヌ校（EPFL）の研究チームは、低コストで超安定的なペロ
ブスカイト太陽電池を開発。この太陽電池は 1 年以上にわたり、性能が低下しないま
ま、11.2%の変換効率で作動した。
ペロブスカイト太陽電池は、より安価で効率のよい太陽エネルギーが期待できる、商用化
に向けて莫大な潜在能力を備えた太陽電池である。しかし、22%以上の電力変換効率を達
成することが明らかになっているにもかかわらず、作動上の安定性は依然として市場の要
求を満たしていない。製造技術については解決策が数多く提案されているが、この安定性
にかかる課題のため、効率が徐々に増加したところで成果は無いものになってしまう。
EPFL の研究チームは、低コストで超安定的なペロブスカイト太陽電池を開発し、1 年以
上にわたり、性能を低下させず効率を 11.2%に保ったまま作動させることに成功した。
この研究については、『Nature Communications』にて発表された。
EPFL の Mohammad Khaja Nazeeruddin 研究室は、Michael Grätzel 教授および
Solaronix と共同で、いわゆる 2D/3D ハイブリッド・ペロブスカイト太陽電池を設計し
た。これは、安定性を高めた 2 次元ペロブスカイトと、可視スペクトル領域全体にわた
って光を効率的に吸収しつつ電荷を運ぶ 3 次元ペロブスカイトとを結合させたものであ
る。こうして研究チームは効率的で超安定的な太陽電池を製造し、商用レベルへの到達に
向けて決定的な一歩を進めることができた。この 2D/3D ペロブスカイトは、炭素ベース
構造のもので 12.9%、標準的メソポーラス太陽電池で 14.6%の効率を得ている。
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（図: Prof. Mohammad Khaja Nazeeruddin）

研究チームは、完全プリンタブルで工業規模のプロセスを用いて、10x10cm2 の太陽パネ
ルを作製した。結果、作製された太陽電池は、1 万時間以上継続して 11.2%の効率をもた
らし、標準条件下で計測したところ性能の低下はゼロであった。
この飛躍的な開発により、ペロブスカイト太陽電池の安定性にかかる問題は解決し、当該
技術は商業圏に実際に至るほどの進展を遂げることができる。

本研究は Marie Curie Institute、Horizon 2020 program、European Union Seventh
Framework Programme (FP7/2007-2013) および Solaronix より資金提供されている。
（文：Nik Papageorgiou）
参考文献
G. Grancini, C. Roldán-Carmona, I. Zimmermann, E. Mosconi, X. Lee, D. Martineau,
S. Narbey, F. Oswald, F. De Angelis, M. Graetzel, M.K. Nazeeruddin. One-Year stable
perovskite solar cells by 2D/3D interface engineering. Nature Communications 01
June 2017. DOI: 10.1038/ncomms15684
翻訳：NEDO（担当

技術戦略研究センター 小西 みずほ）

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: EPFL）の以下の記事を翻訳したものである。
“Ultra-stable perovskite solar cell remains stable for over a year”
(https://actu.epfl.ch/news/ultra-stable-perovskite-solar-cell-remains-stable-/)
(Used with Permission of EPFL)
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(1120-9)
【環境・省資源分野】
仮訳

糖と CO2 からプラスチックを作る(英国）
2017 年 6 月 12 日
バース大学 Centre for Sustainable Chemical Technologies (CSCT)の科学者の研究に
より、一部生分解性プラスチックが将来、糖と CO2 を用いて作られ、持続可能でない
原油由来のプラスチックに替わることになるかもしれない。

Biodegradable BPA-free drinks bottles could be made from sugar and fizz
Vimeo のバース大学のチャンネルより
(画像を Ctrl+クリックで動画を表示)

より安全な形態のポリカーボネートプラスチック
○

ポリカーボネートは飲料のボトル、眼鏡のレンズ、電話や CD、DVD の耐擦傷
性コーティングに使用

○

現行のポリカーボネート製造プロセスは BPA(哺乳瓶での使用は禁止）に加え、
第一次世界大戦中は化学兵器として使用されていた毒性の高いホスゲンを使用

○

バースの科学者は糖と CO2 から代替ポリカーボネートを作製。またこの新プロ
セスは低圧・室温下にて行われるため、生産が低コストで安全に
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○

この新種のポリカーボネートは土壌中のバクテリアの酵素により CO2 と糖への
生分解が可能

○

この新しいプラスチックは生体適合性を有するため、将来、医療用インプラント
や移植用の臓器を培養する足場として使用可能

糖を原料とするポリカーボネートは BPA を原料とする従来のポリカーボネートのよ
り持続可能な代替材料となるものの、その製造プロセスはホスゲンという毒性の高い化
学物質を使用する。そこでバースの科学者は、低圧・室温下で原料の糖に CO2 を加え、
はるかに安全でより一層持続可能な代替ポリカーボネートを開発した。

生分解可能で生体適合
完成したプラスチックは石油化学品由来のものに似た物理的特性を持ち、強靭、透明
で傷が付きにくい。決定的な違いは、前者は土壌中バクテリアに含まれる酵素を使用し
て CO2 と糖に分解できるということ。
この新 BPA フリープラスチックは、哺乳瓶、フードコンテナといった製品中の現行
のポリカーボネートに替わる可能性があり、さらにその生体適合性から、医療用インプ
ラントまたは移植用の組織や臓器の培養の足場としても使用することができる。
同大学化学専攻の Whorrod 研究フェロー、Antoine Buchard 博士はこのように述べ
ている。「人口が成長を続けることで、プラスチックへの需要は高まっています。この
新しいプラスチックは化石燃料由来のポリマーの再生可能な代替材料で、潜在的に廉価
なことに加え、生分解性のため、海洋・埋立てごみの増加にはつながりません」
「私達が開発したプロセスでは、毒性の高い化学物質、ホスゲンの代わりに CO2 を使
用し、BPA 不使用のプラスチックを生産します。つまり、このプラスチックはより安
全性が高いというだけでなく、その製造プロセスもまた、よりクリーンなのです」。

自然を着想の源に
Buchard 博士と Centre for Sustainable Chemical Technologies の同氏の研究チー
ム は そ の 成 果 を 一 連 の 論 文 と し て 、 科 学 雑 誌 、 Polymer Chemistry 及 び

Macromolecules にて発表した。
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特筆すべきは、同チームが自然をこのプロセスの着想源としており、大きな可能性を
秘めた新規ポリカーボネートプラスチックを作るビルディングブロックに、チミジンと
いう DNA に含まれる糖を使用したことである。
博士課程の学生であり前出の論文の第一著者である Georgina Gregory 氏はこう説明
する。「チミジンは DNA を構成する単位の中の一つです。チミジンは体内に存在して
いるものですから、このプラスチックは生体適合性を持ち、組織工学の用途で安全に使
用できるということになります」
「この新プラスチックの特性は、化学構造に手を加えることで微調整可能です。例え
ば、プラスチックをプラスに荷電させて細胞が接着するようにすれば、組織作製の足場
として有用になります」。こうした組織工学での取り組みは、化学工学専攻(こちらも
CSCT の一部門)の Ram Sharma 博士と共同で、既に始動している。

石油化学品の再生可能な代替材料として糖を使用
研究チームはまた、リボース、マンノースといった別の糖の使用も検討している。
Buchard 博士はさらにこう語る。「化学者は 100 年の間、石油化学品を原材料とし
て使用してきたため、持続可能な合成材料の作製には、糖のように再生可能な供給原料
の基材としての使用をまた一から始めなくてはなりません。まだ始まったばかりですが、
前途は有望のようです」。
本研究は Roger・Sue Whorrod の両氏(Buchard 博士への研究奨励金)、EPSRC
(Centre for Doctoral Training in Sustainable Chemical Technologies)、バース大学同
窓会基金、王立協会研究グラントより支援を受けた。
研究論文
本研究の成果は下記科学雑誌に掲載：
Georgina L. Gregory, Gabriele Kociok-Köhn and Antoine Buchard “Polymers from
sugars and CO2: ring-opening polymerisation and copolymerisation of cyclic
carbonates derived from 2-deoxy-D-ribose” DOI: 10.1039/C7PY00236J Polymer
Chemistry, 2017, 8, 2093-2104
Georgina L. Gregory, Elizabeth M. Hierons, Gabriele Kociok-Köhn, Ram I. Sharma
and Antoine Buchard “CO2-Driven stereochemical inversion of sugars to create
thymidine-based polycarbonates by ring-opening polymerisation” DOI:
10.1039/C7PY00118E Polymer Chemistry, 2017, 8, 1714-1721
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Georgina L. Gregory, Liliana M. Jenisch, Bethan Charles, Gabriele Kociok-Köhn,
and Antoine Buchard “Polymers from Sugars and CO2: Synthesis and
Polymerization of a d-Mannose-Based Cyclic Carbonate” DOI:
10.1021/acs.macromol.6b01492 Macromolecules, 2016, 49, 7165-7169
翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 渡邉 史子）
出典：本資料は英国・バース大学の以下の記事を翻訳したものである。
“Scientists make plastic from sugar and carbon dioxide”
http://www.bath.ac.uk/research/news/2017/06/12/scientists-make-plastic-fromsugar-and-carbon-dioxide
(Reprinted with permission of University of Bath)

30

