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(1121-1) 

【ロボット・AI技術分野】 

 

仮訳 

 

新しい AI技術が 2D画像から 3D形状を作製(米国） 

2017 年 7 月 25 日 

 

 

ウェスト・ラファイエット、インディアナ州 － 

機械学習と深層学習という AI の手法を利用し

た新技術で、写真などの 2D 画像から 3D 形状

を作製し、さらには新しくて今まで見たことが

ないような形状を作製することも可能である。 

 

パデュー大学機械工学部の Karthik Ramani 教

授は 、「AI 深層学習の『魔法のような』能力

は、抽象的な学習を可能にします。」と述べて

いる。 

 

「もし、自動車のようなモノの形状を何十万も見せ、その後に自動車の 2D 画像を見せ

ると、そのモデルを 3D で再構築することが可能です。さらに、2 つの 2D 画像を取り

込み、そこから 3D の形状を作製することも可能です。我々はこれを『幻影』と呼んで

います。」と同教授は、述べている。 

 

SurfNet と呼ばれる同手法の開発が完了すれば、インターネット上での 3D 検索の領域

で重要なアプリケーションを提供し、ロボット工学や自動運転車輌で周りの環境がより

良く理解できるような支援が可能になるであろう。 

 

しかしながら、おそらく最もエキサイティングなのは、本技術の使用により、標準的な

2D 写真を用いるだけで仮想現実(VR)と拡張現実(AR)のための 3D コンテンツを作製で

きるということである。 

 

パデュー大学の Karthik Ramani 教授は、「AI コン
ピューターはまもなく、写真のような 2D画像を 2枚
見るだけで新しい 3D形状を作製し、『幻影』で見るよ
うな新しい画像のための形状を作製することが可能に
なるでしょう。」と述べている。 

（画像：Purdue University） 

 

https://engineering.purdue.edu/ME/People/ptProfile?id=12331
https://engineering.purdue.edu/ME/People/ptProfile?id=12331
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「2D の画像を撮影しているムービーカメラを想像することはできますが、VR の世界

では、全てが魔法のように 3D で現れます。

我々は少しずつそこに近づいており、今後

5 年間で実現するでしょう。」と同教授は

述べている。 

 

「我々はまもなく、現実と VR とを区別で

きなくなる段階に進むでしょう。」 

 

コンピューターシステムは次に、3D 画像と

2D 画像の両方をペアで学習し、その後、た

った 1 枚の 2D 画像から、他の類似した 3D

形状を予測することが可能になる。 

 

「これは、カメラやスキャナーが赤、緑、青の 3 色（RGB として知られる）だけを用

いてカラー画像を作成する方法と非常に類似していますが、同技術では XYZ 座標を使

用します。」と同教授は述べている。 

 

「この技術は、体積ピクセル（またはボクセル）を使用してより多く動作する現在の 3D

深層学習の手法よりも、より高い正確性と精度を可能にします。 

 

形状を完全に定義するという理由から、我々は

代わりにサーフェスを使用します。これは、こ

の方法はある意味、興味深い副産物といえま

す。我々は、3D 構造を再構築するために 2D

領域で作業しているため、他の新しい方法で

1,000 のデータポイントを扱う代わりに、

10,000 ポイントを扱うことができます。我々

の方が、より効率的でコンパクトなのです。」

と同教授は述べている。 

 

（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） 

コンピューターは、パデュー大学で開発された新しい
AI技術により、これらの飛行機の写真などの 2D画
像から 3D形状を作製することが可能です。同技術
は、VR、AR、ロボット工学などの技術について役立つ
ことでしょう。 

(画像：Purdue University) 

（画像をダウンロード）左カッコ内で Ctrlキーを押しな
がらクリックして、リンク先を表示 

 

https://www.youtube.com/watch?v=117YLkMcgqQ
https://www.youtube.com/watch?v=117YLkMcgqQ
https://news.uns.purdue.edu/images/2017/ramani-airplanes.jpg
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本研究の重要な成果の１つは、将来のロボット工学、物体認識、さらには自動運転車の

ためのものとなるであろう。標準的な 2D カメラを装備するだけで、周囲の 3D 環境を

理解する能力が備わるのである。 

同教授は、この研究を発展させるためには、AI のより基礎的な研究が必要であると述

べている。 

 

「アルゴリズムを取り出し、それらを適用すると魔法のように作動するというような、

アルゴリズムの箱型学習マシーンというのは存在しません。平面世界から 3D 世界へと

移動するためには、さらなる基礎的研究が必要です。我々は前進していますが、深層学

習の数学と計算技術はいまだ考案途上にあり、3D ではほとんど未知の領域です。」と

同教授は述べている。 

 

 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 坂田 裕子） 

 

出典：本資料は米国・パデュー大学の以下の記事を翻訳したものである。 

“New Al technique creates 3-D shapes from 2-D images”   

http://www.purdue.edu/newsroom/releases/2017/Q3/new-ai-technique-

creates-3-d-shapes-from-2-d-images.html 

(Reprinted with permission of Purdue University) 

http://www.purdue.edu/newsroom/releases/2017/Q3/new-ai-technique-creates-3-d-shapes-from-2-d-images.html
http://www.purdue.edu/newsroom/releases/2017/Q3/new-ai-technique-creates-3-d-shapes-from-2-d-images.html
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(1121-2) 

【電子・情報通信分野】 

 

仮訳 

 

Tiny terahertz laser could be used for imaging, chemical detection 

New design boosts the power output of the best-performing chip-scale terahertz laser 

by 80 percent. 

Larry Hardesty 

MIT News 

 

微小なテラヘルツレーザーがイメージングや化学物質検出に有望 

(米国) 

新設計によりチップスケールの最高性能テラヘルツレーザーの出力が80%増加 

Larry Hardesty | MIT ニュースオフィス 

2017年 8月 8日 

 

 

新技術によりチップ搭載の微小なテラヘルツレーザーの出力が 88%増加 

Image: Demin Liu/Molgraphics 

 

http://news.mit.edu/2017/tiny-terahertz-laser-imaging-chemical-detection-0808
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テラヘルツ放射線－マイクロ波と可視光の間にある電磁スペクトルの帯域－は、他の利用

法の中でもとりわけ、医療や工業におけるイメージングや化学物質検出への活用が期待さ

れるものである。 

 

活用の可否は小さくて電力効率の良いテラヘルツ線源の実現次第だが、同放射線を標準的

な方法で生成するには、電力を大量消費する大型卓上デバイスが必要となる。 

 

20年以上にわたり、MITの電気工学・コンピューターサイエンスの著名な Qing Hu教授

と研究班は、マイクロチップに刻み込むことができるテラヘルス放射線源について研究し

てきた。ネイチャーフォトニクス誌の最新号では、サンディア国立研究所とトロント大学

の同教授研究班が、チップ搭載テラヘルツレーザーの出力を 80%増加させる新設計につい

て説明している。 

 

これまで報告されたものの中で最高性能のチップ搭載テラヘルツ源であるとして、今回研

究班が開発したデバイスは、NASA の Galactic/Extragalactic ULDB Spectroscopic 

Terahertz Observatory (GUSTO)ミッションにおけるテラヘルツ放射用デバイスに選ばれ

た。同ミッションは、星と星の間の空間を埋めている星間物質の組成の究明を目的として

おり、テラヘルツ線を使用するが、それは酸素濃度を分光計測するにはテラヘルツ線が一

意的に適しているからである。同ミッションは機器に取り付けたバルーンを地球上層大気

に配置して実施するので、テラヘルツエミッターは軽量である必要がある。 

 

本研究班の設計は、分布帰還型量子カスケードレーザーというデバイスの新しいバリエー

ションである。「我々がこれ（分布帰還型量子カスケードレーザー）から始めたのは、これ

が世の中で最良のものだったからです。」と、電気工学・コンピューターサイエンスの大学

院生であり、かつ論文の第一著者の Ali Khalatpourは言う。「これがテラヘルツに対して

最適な性能を持っているのです。」 

 

しかし今までは、このデバイスがそもそも放射線を正反対の 2方向に放つものであるとい

う点が大きな障害だった。テラヘルツ放射線を活用する際には、大概において、方向づけ

られた光であることが必要とされる。つまり、このデバイスだとエネルギー出力量の半分

が無駄になるのだ。Khalatpourらは、通常はレーザーの後方から出ていく光のうち、80%

を方向転換する方法を発見したので、光が意図した方向へ進むようになった。 

 

Khalatpourが説明する通り、本研究班の設計には、レーザー本体中の材料の組み合わせで

ある「利得媒質」を何かに特定するといった縛りはない。 

 

 

http://news.mit.edu/2016/computational-imaging-method-reads-closed-books-0909
http://news.mit.edu/2014/terahertz-imaging-cheap-0505
http://news.mit.edu/2014/terahertz-imaging-cheap-0505
http://news.mit.edu/2016/speedy-terahertz-based-system-could-detect-explosives-0520
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「もっと良い利得媒質を考えついたら、出力も倍にできます。」と Khalatpourは言う。「新

しい活性媒質を考案しなくても、我々はパワーを増やすことができました。これはかなり

難しいことで、10%の増加だとしても、普通は設計のあらゆる面に対していろんな工夫が

必要です。」 

 

ビッグウェーブ 

 

実際、2 方向の放射、つまり反対方向への光の放出は、レーザー設計の多くに共通する特

徴である。ただ、従来のレーザーでは、レーザーの一端を覆うように鏡を付ければ、簡単

に修正できた。 

 

テラヘルツ放射線の波長は非常に長いが、フォトニックワイヤレーザーとして知られる本

研究班の新レーザーは非常に小さいものなので、レーザーの縦方向に進む電磁波の多くが、

実際はレーザー本体の外側に存在することになる。このレーザーの一端に鏡を付けても、

波の全エネルギーのうち、ごく一部を反射するだけだ。 

 

Khalatpourらは、微小レーザー設計の特性を活かしてこの問題を解決した。量子カスケー

ドレーザーは、導波路という長い長方形のリッジから成るが、導波路の内側には、電界を

使って導波路の縦方向に電磁波を沿わせるよう、材料が配置されている。 

 

ここでの（電磁）波は、「定常波」と呼ばれるものである。もし、電磁波が上下に波打つ標

準的な波と考えられるなら、反射波とその逆方向の波の山と谷が完全に一致しながら、電

磁波は導波路の中を前後に反射するだろう。定常波は本質的に不活性で、導波路から外へ

放射されるものではない。 

 

そこで Hu らは導波路に規則的に間隔をあけてスリットを刻み、テラヘルツ線が外に放射

されるようにした。「パイプを持っているとして、そのパイプに孔を開けて、水がそこから

出るのを想像してみてください。」と、Khalatpourは言う。スリットには間隔があけられ

ており、スリットから出る波は、波の山を一致させつつ、導波路の軸線に沿ったときだけ

互いを補強し合う。導波路（の軸線）より斜めの角度になったら、波は互いを打ち消し合

うのである。 

 

対称性を破る 

 

新しい研究では、Khalatpourと共同執筆者達（Hu、サンディアの John Reno、トロント

大学の材料科学Nazir Kherani教授）は、単純に、導波路内の各孔の後ろに反射器を配置

した。この工程については、導波路そのものの製造工程へ円滑に組み入れることが可能で
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ある。 

 

反射器は導波路より幅広いもので、反射器の反射する放射線がテラヘルツ波を 1方向へと

補強しつつ他方向へ向かう波を打ち消すように、間隔をあけて配置されている。導波路の

外側にあるテラヘルツ波には反射器の周りを回るものもまだあるが、導波路から出て間違

った方向へ進んだであろうエネルギーのうち 80%については、今では別方向へと変更され

る。 

 

「本研究班は、3 次分布帰還型レーザーという、テラヘルツ量子カスケードレーザーとし

ては特殊なタイプのものを持っています。これは今現在、高品質出力ビームを生み出すに

は最善の方法の 1 つで、生み出すパワーを利用可能にするために必要なレーザーであり、

単一周波数レーザー動作と組み合わせる際の分光法としても好ましいものです。」とカリ

フォルニア大学ロサンゼルス校電気・コンピューターエンジニアリングの Ben Williams

准教授は言う。「おそらくここ 5、6年では、これが最も有用で人気がある方法の 1つです。

ただ、Qingグループや他の研究グループが行ってきた以前の構造では、レーザーからのエ

ネルギーは 2方向に出てしまい、前方向にも後方向にも進んでしまうことが問題の 1つで

した。」 

 

「テラヘルツのパワーを生み出すのは非常に難しいのに、一旦生み出すとその半分を捨て

ることになる点があまり良くありませんでした。」とWilliamsは言う。「本研究班は、より

多くのパワーを、原則的に前方方向に進ませるという非常に素晴らしいスキームを考え出

しました。このスキームのビームは良好で高品質なままなので、もっと複雑なアンテナ工

学に向けて真に道が開かれ、レーザー性能は強化されるでしょう。」 

 

この新しい研究に対しては、NASA、全米科学財団、米国エネルギー省が資金提供してい

る。 

 

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、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。 

“Tiny terahertz laser could be used for imaging, chemical detection” 
(http://news.mit.edu/2017/tiny-terahertz-laser-imaging-chemical-detection-0808) 

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

http://news.mit.edu/2017/tiny-terahertz-laser-imaging-chemical-detection-0808
http://news.mit.edu/
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ローレンス・リバモア国立研究所(LLNL)の研究者（左から）Ward Small氏、Amanda Wu氏、Taylor 

Bryson氏らは、フレキシブルで伸縮性があり、形状記憶挙動を有する 3D印刷の複合シリコン材料の作製に
成功した。同発見により、体熱で活性化しぴったりフィットするクッションへの利用が可能。 

Carrie Martin 氏 / LLNLによる画像 （画像をダウンロード） 

(1121-3) 

【ナノテクノロジー・材料分野】 

 

仮訳 

 

ラボの研究者が「4D印刷」材料を作製 (米国） 

2017年 9月 13日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ローレンス・リバモア国立研究所 (LLNL)の研究チームは初めて、フレキシブルで伸縮

性があり、形状記憶挙動を有する 3D印刷の複合シリコン材料の作製に成功した。同発

見により、体熱で活性化しぴったりフィットするクッション、例えばヘルメットや靴等

への利用が可能になる。 

 

Scientific Reports (外部リンク)にオンラインで掲載された論文によると、シリコンベ

ースのインクに、空洞でガスを充満させた「マイクロバルーン」を追加することで、

研究者らは昇温で圧縮もしくは「プログラム」できるよう材料を設計し、冷却される

https://www.llnl.gov/file/38536/download?token=Rvw2twfN
https://www.llnl.gov/sites/default/files/field/image/article/2017/09/wu875x500px.jpg
https://www.llnl.gov/sites/default/files/field/image/article/2017/09/wu875x500px.jpg
http://www.llnl.gov/
http://www.nature.com/articles/s41598-017-04663-z
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とその状態を維持する。再加熱すると、マイクロバルーン内のガスは膨張し、構造は

元の形状を回復する。3D印刷と組み合わせ、この形状記憶挙動は第 4次元を時間とし

て、よく「4D印刷」と呼ばれている。 

 

「再加熱後に構造がどの程度うまく形状を回復できるか、が素晴らしいところでした。」

この論文の主執筆者である LLNL の研究員、Amanda Wu 氏は述べている。「我々が

見たのは歪みのある構造ではなく、完全に回復した構造でした。シリコンネットワーク

は完全に交差結合し、部分が一緒に保持されるので、構造は予測でき再現可能な方法で

元の形状を回復します。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セレンディピティ（偶然の幸運）により、研究チームはいわゆるゼロ圧縮永久歪みを示

す、熱で圧縮後に完全に回復する階層的多孔質材料の設計を試行している時に、偶発的

にこの材料を発見した。むしろ反対の結果を得たのである。懲りずに LLNL の研究員

 

研究チームは「直接インク書き込みプロセス」を用いて、シリコンベースのサンプ
ルを印刷した。 プリンタのノズルから複合インク材料を室温で押し出し、気孔率
および構造が制御されたウッドパイル状構造を形成した。 

https://people.llnl.gov/wu36
https://www.llnl.gov/sites/default/files/media/2017/09/schematic.jpg
https://www.llnl.gov/sites/default/files/media/2017/09/schematic.jpg


NEDO海外レポートNO.1121, 2018.1.19. 

 

10 

 

Ward Small氏と共同調査員の Thomas Wilson氏は、構造を再加熱すると何が起こる

か疑問に思い、材料に閉じ込められたガスが再膨張する可能性があると考えた。結果と

して、まさにそれが起こったのである。 

 

「最初これは、材料が有用かどうかを見るための加速劣化試験でした。」と Small氏は

述べている。「この材料は非常に大きな圧縮永久歪みを持ち、そのため永久的かどうか

疑問に思いました。このことにあまり感動したわけではなかったのですが、過去に形状

記憶の実験をしたので、加熱した時にその材料が形状を回復するのかを試しました。実

験を行ったところ、形状を回復したのです。」 

 

形状記憶挙動の鍵は、シリコンインクに埋め込まれたポリマーマイクロバルーンにある。

マイクロバルーン内の薄いポリマーシェルは、ガラス転移温度を有する。つまり、ガラ

ス転移温度より低い温度では、シェルは硬くガラス状であり、高い温度では、シェルは

柔らかく可鍛性を有する。従って、複合材料をシェルガラス転移温度以上に加熱するこ

とにより、球ポリマーシェルが柔らかく圧縮できるようになり、形状を変えられる。そ

の形状は変形したままで、冷却時のシリコンマトリックスの再膨張を阻止する。再加熱

するとバルーンは膨張し、加熱されたガス及びシリコンの復元力により、構造物は元の

輪郭を回復することができる。 

 

LLNL の研究員である Taylor Bryson 氏が実験を行い、マイクロバルーンを含むこと

ができるが、3D プリンタのノズルを詰まらせることのないインクを混合し、印刷した

サンプルを加熱、圧縮、冷却して形状を整え、その後再加熱して膨張させた。 

 

「サンプルを熱いうちに取り出し圧縮力の存在下で冷却し、圧縮永久歪みを計測するた

めにその厚さを分析しました。」と Bryson氏は述べている。「次に、サンプルが再膨張

するかどうかを見るため再加熱し、圧縮力の非存在下で同じもしくはそれ以上の温度で、

サンプルをオーブンに戻し、形状を回復するかを確認しました。驚くべきことに、100％

近い回復を得ることができました。」 

 

研究チームは「直接インク書き込みプロセス」を用いてサンプルを印刷し、それはプリ

ンタのノズルから複合インク材料を室温で押し出し、気孔率と構造が制御されたウッド

パイル状構造を形成する。チームによると、材料を 3D印刷することにより、より軽量

で機能的になり、全体的な 3D形状や構成をより詳細に制御できる、と述べている。 

 

https://pls.llnl.gov/people/staff-bios/msd/wilson-t
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このアプローチがユニークなのは、形状記憶要素が材料に設計されているので、マイク

ロバルーンを用いて、エラストマなどの伸縮性材料を含むいかなるポリマーベース材料

でも形状記憶を組み込むことができる、と同チームは述べている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「歴史的には、形状記憶ポリマーは非常に硬質となる傾向があります。」と、このプロ

ジェクトの共同主任研究員である材料科学者 Eric Duoss 氏は述べている。 「マイク

ロバルーンをゴム状のマトリックスに組み込むことで、マイクロバルーンのガラス転

移温度より低くても、以前は得られなかった品質の形状記憶材料で、柔らかく伸縮性

のある複合材料を作り出しました。非常に思いがけない結果となりました。」 

ラボの研究チームは、この材料の特許出願を提出している。同チームによると、この材

料は任意のネット形状に 3D印刷でき、オープンセルとクローズドセルの両方で高多孔

質構造にすることができるため、高度に調整及びカスタマイズが可能で、熱活性化され

たクッションに有用となる可能性ある。例えば、マイクロバルーンガラス転移温度を体

温以下に調節することにより、材料を加熱及び冷却し、その後体温よりも低い温度で貯

蔵することができる。着用すると、ヘルメットの中では頭に、靴の中では足にフィット

するように膨張する。ガラス転移温度が体温よりわずかに高い場合には、着用者はマウ

スガードがぴったり合うプロセスと同じように、オーブンまたは温水のポットで材料を

加熱し、その後それがフィットする。 

 

「この材料はどんなカスタマイズされた、機械的エネルギー吸収材料にも使用すること

ができます。」と Duoss 氏は述べています。 「優れている点は、もし着用者が少し成

長して材料を再調整したい場合には、単にそれを加熱し膨張させ再び冷却させて、フィ

 

シリコンベースインクに空洞の、ガスが充満した「マイクロバルーン」を加えることにより、研究チームはシリコン
材料を設計して昇温で圧縮または「プログラム」することができ、冷却したままの状態を維持することができる。 

再加熱すると、マイクロバルーン内のガスが膨張し、構造が元の形状に戻るようになる。 

https://people.llnl.gov/duoss1
https://www.llnl.gov/sites/default/files/media/2017/09/particle.jpg
https://www.llnl.gov/sites/default/files/media/2017/09/particle.jpg
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ットしている部分をカスタマイズするだけで、リバーシブル（可逆的）です。本当に全

く新しい材料で、我々は興奮しています。商業的な可能性を多く秘めており、業界への

技術移転の機も熟しています。」 

 

Wu氏によると、このプロセスはパッケージングや輸送の用途で、大型材料の生産に向

けて規模を拡大できる。さらに、材料は必ずしも 3D印刷される必要はない。Wu氏は、

マイクロバルーンはどんな種類のベース材料にも取り入れることができ、成形もしくは

鋳造できるが、その結果得られた材料は 3D印刷された多孔質構造と同じ圧縮性は持た

ないかもしれない、と述べている。 

 

このプロジェクトの他の貢献者には、LLNLの科学者 Emily Cheng 氏、Thomas Metz

氏と Department of Energy's Kansas City National Security Campus（エネルギー省

カンザスシティ国立保安キャンパス）の Stephanie Schulze氏 が含まれている。この

研究は、Laboratory Directed Research and Development (LDRD) project  (研究所指

定研究開発プロジェクト)によって資金提供を受けている。 

 

Nature (外部リンク)論文もご参照されたい。 

 

 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 天田 綾） 

 

出典：本資料は米国・国立ローレンスリバモア研究所（LLNL）の以下の記事を翻訳し

たものである。 

“Lab researchers achieve '4D printed' material”   

(https://www.llnl.gov/news/lab-researchers-achieve-4d-printed-material)  

https://www.nature.com/articles/s41598-017-04663-z
https://www.llnl.gov/news/lab-researchers-achieve-4d-printed-material
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(1121-4) 

【電子・情報通信分野】 

 

仮訳 

 

SiCパワーデバイスの新製造方法が市場での競争を促進 (米国） 

2017年 9月 13日 

 

 

 

ノースカロライナ州立大学の研究者が、電子機器を使用する技術において、電力のより

効率的な調整に用いることが可能な炭化ケイ素（SiC）パワーデバイスの製造プロセス

とチップ設計の新手法を普及させようとしている。PRESiCETMと呼ばれる本プロセス

は、企業の SiC市場への参入と新製品の開発を容易にすることを目的として、米国エネ

ルギー省から資金提供を受けた PowerAmerica Institute の支援を受けて開発された。 

 

ノースカロライナ州立大学の電気・コンピュータエンジニアリング学部の栄誉教授であ

り、今月下旬に発表予定の PRESiCETMに関する論文の主執筆者である Jay Baliga氏

は、以下のように述べている。「PRESiCETMは、より多くの企業による SiC市場参入

を促進することになるでしょう。なぜならば、高価で時間を要するパワーデバイスの設

計と製造プロセスの開発を最初に自社で行う必要がないからです。その代わり、企業は

自社製品の開発に PRESiCETM技術を使用すればよいのです。このことは企業にとって

も、消費者にとっても、米国の製造業にとっても、良いことなのです。」 

写真の炭化ケイ素デバイスは、ライバルであるシリコンのデバイスよりも効率的である。 
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パワーデバイスはダイオードとトランジ

スタで構成されており、電気デバイスの電

力の流れを調整するために使用される。何

十年もの間、電子機器ではシリコンベース

のパワーデバイスが使用されてきた。しか

しながら、近年では、いくつかの企業が

SiCパワーデバイスを使い始めている。同

デバイスには 2つの主だった利点がある。 

 

第 1に、SiCパワーデバイスでは、SiCト

ランジスタが失うエネルギーが低減され

るため、より効率的である。従来のシリコ

ントランジスタでは、熱の無駄使いによ

り、エネルギーの 10%が失われていた。

SiCトランジスタではわずか 7％しか失わ

れない。このことは、SiCトランジスタが

より効率的であるだけでなく、製品設計者

がデバイスの冷却への対処に費やす労力

が低減されることを意味する。 

 

第 2に、SiCデバイスでは、より高い周波数でのスイッチングが可能である。すなわち、

SiCデバイスを組み込んだ電子機器では、キャパシタとインダクタを小型化できるため、

設計者は、より小型で軽量の電子製品の作製が可能となる。 

 

しかし、問題がある。 

 

従来は、SiCパワーデバイスを作製するための製造プロセスを開発してきた企業が、同

プロセスの所有権を独占的に保持してきたため、他企業がこの分野に参入することは困

難だった。したがって、他企業の参入は制限され、SiCデバイスの高価格を維持する結

果となっていた。 

 

ノースカロライナ州立大学の研究者は、企業の同分野への参入障壁を低くし、イノベー

ションを向上させ、このボトルネックに取り組むために PRESiCETMを開発した。 

PRESiCETMの開発チームは、テキサス州のファウンドリである X-Fabと協力して、こ

の製造プロセスを実施した。そして、SiCパワーデバイスが、産業界にとって魅力的な

製品になるために必要な高い生産性と、電気的特性のタイトな統計分布を有しているこ

PRESiCEプロセスを開発した Jay Baliga
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とを示すことにより、同プロセスの有効性を証明した。 

 

Baliga氏は、「SiCパワーデバイスの製造に関わる企業が増えれば、ファウンドリでの

生産量は増え、大幅なコストダウンとなるでしょう。」と述べている。 

 

現在、SiCデバイスのコストは、シリコンパワーデバイスの約 5倍である。 

 

Baliga氏は、以下のように述べている。「我々の目標は、コストをシリコンデバイスの

1.5 倍にまで低減することです。低コスト化は使用量の増加へとつながり、使用量の増

加が生産量の増加へとつながり、生産量の増加がさらなる低コスト化へとつながるよう

な『好循環』が始まることを期待しています。そうなれば、消費者はより優れた、エネ

ルギー効率の高い製品を手に入れることになるでしょう。」 

 

研究者は、既に企業 1社に対して、PRESiCETMプロセスとチップデザインのライセン

スを供与しており、その他の複数企業と交渉中である。 

 

Baliga氏は、以下のように述べている。「私は、1979年にワイドバンドギャップ半導体

（SiC）パワーデバイスの開発の構想を抱き、30年以上にわたり、この技術を推進して

きました。私は今、高所得をもたらす雇用を米国に創出する SiCパワーデバイスを製造

する PRESiCETMプロセスを国家の技術として開発したことは、非常な幸運であると感

じています。我々の技術が SiCデバイスの商業化を促進し、米国の競争力のある製造業

に貢献できるであろうとの展望を持っています。」 

 

「 PRESiCETM: PRocess Engineered for manufacturing SiC Electronic-devices

（PRESiCETM ：炭化ケイ素電子デバイス製造のために設計されたプロセス）」と題す

る論文が、9 月 17~22 日にワシントン D.C.で開催される「International Conference 

on Silicon Carbide and Related Materials（炭化ケイ素と関連材料に関する国際会議）」

で発表される予定である。本論文は、現在ニューヨーク州立工科大学のW.Sung氏、ノ

ースカロライナ州立大学の博士課程の学生である K. Han 氏と J. Harmon 氏、ノース

カロライナ州立大学の大学生である A.Tucker 氏と S.Syed 氏により、共同で執筆され

たものである。 

 

本研究は、米国エネルギー省から資金提供され、ワイドバンドギャップ半導体ベースの

パワーエレクトロニクスの製造強化に重点を置く製造イノベーション研究所である

PowerAmericaの支援を受けた。 
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文：Matt Shipman 

情報ソース：Jay Baliga 

 

 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 坂田 裕子） 

 

出典：本資料は米国・ノースカロライナ州立大学の以下の記事を翻訳したものである。 

 

“New Manufacturing Process For SiC Power Devices Opens Market to More 

Competition”   

http://news.ncsu.edu/2017/09/presice-2017/  

 (Reprinted with permission of North Carolina State University) 

 

http://news.ncsu.edu/2017/09/presice-2017/
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(1121-5) 

【環境・省資源分野】 

 

仮訳 

 

CO2とメタンから液体燃料と化学物質への直接転換の 

ブレイクスルーを達成（英国） 
2017年 10月 6日 

 

リバプール大学の研究チームは、二酸化炭素(CO2)とメタン(CH4)の液体燃料・化学物質へ

の直接転換につき、めざましいブレイクスルーを達成した。このブレイクスルーにより、

産業界では、温室効果ガス排出を削減しつつ、有益な化学原料の作製が可能になりそうだ。 

 

化学誌アンゲヴァンテ・ケミー(Angewandte Chemie)に掲載された論文では、CO2と CH4

を、選択性が高く高価値の液体燃料や化学物質(例えば、酢酸、メタノール、エタノール、

ホルムアルデヒド)に、周囲条件(室温・大気圧)下にてワンステップで直接転換する、非常

にユニークなプラズマ合成プロセスにつき、報告している。 

 

このようなプロセスが証明されたのは初めてのことである。CO2や CH4という 2つの安

定した不活性分子を、エネルギー集約的な高温合成ガス生成プロセスや化学合成のための

高圧合成ガスプロセスに頼らず、従来のワンステッププロセス(例えば、触媒作用プロセス)

で液体燃料や化学物質に直接転換するのは、極めて難しい課題だからである。 

 

今回開発されたワンステッププロセスは、室温にて、CO2 と CH4 を直接改質させて液体

燃料や化学物質を合成するもので、新しい水電極付き大気圧非熱プラズマ・リアクターを

使用し、低エネルギーを入力することで達成された。 

 

リバプール大学電気電子工学部の Xin Tu教授は、「今回の成果で、熱力学的な障壁を打開

し、周囲条件下で CH4 と CO2 を戦略的に重要なプラットフォーム化学物質や合成燃料

等々に直接改質するには、非熱プラズマが前途有望な解決法であることがはっきりわかり

ます。プラズマ・触媒反応(plasma-catalysis)と呼ばれるものですが、触媒をプラズマ化学

プロセスに導入することで、目的とする化学物質の選択性を調整できます。」と言う。 

 

「これは、未来のメタン活性化に大変革をもたらす可能性が大きい、非常に画期的な技術

です。CO2 の変換、利用、化学エネルギー貯蔵は、エネルギー化学産業に大きく関係し、

地球規模の温暖化や温室効果ガスの課題への取り組みを促進するものでもあります。」 

 

https://www.liverpool.ac.uk/electrical-engineering-and-electronics/
https://www.liverpool.ac.uk/electrical-engineering-and-electronics/staff/xin-tu/
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CH4 および CO2 排出物は、地球規模の温暖化や気候変動の一因となる温室効果ガスとみ

なされている。最大の CO2排出物源は、電気、熱、交通手段用に燃焼される化石燃料であ

り、CH4については、主として、天然ガスや原油の生産、処理、輸送、貯蔵の際に排出さ

れている。 

 

英国は、年間 4 億 7,000 万トンの CO2 を排出し、このうち 39%はエネルギーおよび化学

部門からの排出である。 

 

温室効果ガスに起因する全世界のエネルギー課題に取り組むため、新興技術が加速して発

展している。物質の第 4の状態であるプラズマは、帯電したガス混合体で、熱力学的に不

利な反応を周囲条件下で発生させるユニークな方法を提供しており、燃料や化学物質の合

成方法の代替として魅力があり、期待されている。 

 

非熱プラズマでは、低いガス温度(最低で室温)を維持しながら、電子が通常の電子温度の 1

～10eVで高度に活発化する。これは、存在する不活性分子(例えば、CO2、CH4)の活性化

と、ラジカルや、励起原子、励起分子、励起イオンといったさまざまな化学的反応種の生

成に充分な温度である。 
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比較的低温度で生成されるこれらのエネルギー種は、多様な反応を起こすことができる。

プラズマシステムは柔軟にスケールアップ・ダウンが可能である上、プラズマプロセスで

の高反応速度と迅速な状態安定化により、他の熱的プロセスに比して急速作動・停止が可

能である。これにより、全体的なエネルギーコストが大幅に低減するだけでなく、再生可

能エネルギー(例えば、風力・太陽光電力)を動力源にして、効果的な独立・分散型化学的エ

ネルギー貯蔵システムとして作動するプラズマプロセスの実現に向けて、前途有望な道が

拓けたことになる。 

 

この極めて魅力的なプロセスは、火をあげて燃えているメタンを貯蔵や輸送が容易な液体

燃料および化学物質に転換することで、油井やガス井からのガスフレア問題の解決が見込

める方法である。世界の天然ガス供給量の約 3.5%(～150BCMのガス)は、油田やガス田に

て無駄に燃焼（フレア）されており、3億 5,000万トン以上の CO2を排出している。 

 

本論文 ‘One-Step Reforming of CO2 and CH4 into High-Value Liquid Chemicals and 

Fuels at Room Temperature by Plasma-Driven Catalysis’ (DOI: 

10.1002/ange.201707131)は、アンゲヴァンテ・ケミー(Angewandte Chemie)にて発表さ

れた。 

 

翻訳担当：NEDO（担当 技術戦略研究センター 企画課） 

 

出典：本資料は、リバプール大学(University of Liverpool)の以下の記事を翻訳したもの

である。 

“Breakthrough in direct activation of CO2 and CH4 into liquid fuels and chemicals” 

(https://news.liverpool.ac.uk/2017/10/06/breakthrough-in-direct-activation-of-co2-and-

ch4-into-liquid-fuels-and-chemicals-2/) 

(Reprinted with permission of the University of Liverpool) 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28842938
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28842938
https://news.liverpool.ac.uk/2017/10/06/breakthrough-in-direct-activation-of-co2-and-ch4-into-liquid-fuels-and-chemicals-2/
https://news.liverpool.ac.uk/2017/10/06/breakthrough-in-direct-activation-of-co2-and-ch4-into-liquid-fuels-and-chemicals-2/
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(1121-6) 

【新エネルギー分野（太陽光発電）】 

 

仮訳 

 

承認！EU INFINITE-CELL（無限電池）プロジェクト(独） 

2017年 11月 1日 

 

ヘルムホルツ・ベルリン・材料エネル

ギー研究センター（HZB: Helmholtz-

Zentrum Berlin für Materialien und 

Energie）参加のタンデム型太陽電池

に関する EU主催の大規模プロジェク

トが、2017年 11月に開始される。シ

リコンおよびケステライト（黄錫亜鉛

鉱）の薄膜半導体を組み合わせて、特に費用対効果の高い変換効率 20%以上のタンデ

ム型太陽電池を作製することが目標。欧州、モロッコ、南アフリカ、ベラルーシの大型

研究機関に加え、産業界からも 2つのパートナー企業が参加する。 

 

「我々にはケステライト薄膜太陽電池の詳細な知識があるだけでなく、吸収体材料を完

全に特化するために、解析できる様々なスペクトラム手法を持っています。」と Susan 

Schorr博士は説明している。HZBの長期にわたる共同パートナーである、スペインの

カタルーニャ・エネルギー研究所（IREC：The FUNDACIO INSTITUT DE RECERCA 

DE L’ENERGIA DE CATALUNYA）が、プロジェクト全体を調整している。ブリュッ

セルでキックオフのワークショップが 2017 年 11 月に開催され、本プロジェクトが始

動する。 

 

野心的な目標 

本プロジェクトの目標は具体的である。ケステライト太陽電池の効率を 14%以上（現在

は 12%弱）に向上させ、一方でリサイクル材料から作製する薄膜シリコン電池の効率を

16％以上に向上させることである。20％以上の効率が可能と考えられるのは、シリコン

がケステライトと異なる光エネルギー領域を利用して発電するからである。この 2種の

材料を接合し、相互に積層もしくは一つをもう一方に成長させて 1つのタンデム型太陽

電池にすると、さらに大きな割合の太陽エネルギーを電気エネルギーに変換可能である。

このように特に効率が良く、費用対効果も高い太陽光モジュールは、被覆材として建物

や車両の屋根に適用し、局部的に発電することが可能となるであろう。 

http://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_datei?did=6471
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なぜケステライトなのか 

「ケステライトは材料の種類としてとても魅力的です。」と Schorr 博士は強調する。

銅、インジウム、ガリウム、セレン（CIGS）や有機金属ぺロブスカイト半導体といっ

た他の吸収体材料は、現在かなりの高効率を達成しているが、ケステライトは豊富に存

在する成分から成り、非毒性であるという 2つの大きな利点において、他の吸収体材料

より優位である。 

 

パートナー機関との交流 

INFINITECELL （無限電池）プロジェクトは研究・イノベーション人材交流（RISE：

Research and Innovation Staff Exchange）型の助成金プログラムで、期間は 4年であ

る。マリー・スクウォドフスカ＝キュリー・アクションズ（MSCA：Marie Skłodowska-

Curie Actions Programme）プログラムの一環で、EUのHorizon 2020が資金を提供

している。これにより科学者たちは今後数年間にわたってパートナー機関を訪れ、経験

や技術、見識を交換することができる。共同研究は詳細な Secondment Planにて開始

される。 

 

 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 企画課） 

 

出典：本資料はヘルムホルツ・ベルリン・材料エネルギー研究センター(HZB)の以下の

記事を翻訳したものである。 

 

“Approved! The EU INFINITE-CELL project”   

http://www.helmholtz-

berlin.de/pubbin/news_seite?nid=14739;sprache=en;typoid=3228 

http://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=14739;sprache=en;typoid=3228
http://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=14739;sprache=en;typoid=3228
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