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(1122-1)
【蓄電池・エネルギーシステム分野】
仮訳

究極の電池「固体マグネシウム電池」の実現へ向けた大きな一歩
(米国)
2017 年 11 月 28 日
バークレー研究所が歴代最速のマグネシウムイオン固体伝導体の発見を主導
【カリフォルニア州バークレー/イリノイ州アルゴンヌ】エネルギー省（DOE）の科
学者チームが Joint Center for Energy Storage Research （エネルギー貯蔵研究所共
同センター。JCESR）で最速のマグネシウムイオン固体伝導体を発見した。これは、
高エネルギー密度と安全性の両方を備えた固体マグネシウムイオン電池の作製に向け
た大きな一歩である。

アルゴンヌ国立研究所の科学者である Baris Key 氏 (核磁気共鳴実験室で作業中の左側の人物)は、歴
代最速のマグネシウムイオン固体伝導体の発見に向けて、バークレー国立研究所の研究者と共同研究を
行った。（クレジット：アルゴンヌ国立研究所）

電池のカソードとアノードとの間を往復して電荷を輸送する電解質は、全商用電池にお
いて液状である。そのため、電池は可燃性となりやすく、その傾向は、特にリチウムイ
オン電池において顕著である。一方、電解質の候補材料である固体伝導体は、はるかに
高い耐火性を有する。
DOE のローレンス・バークレー国立研究所（バークレー研究所）とアルゴンヌ国立研
究所の研究者は、リチウムよりも高エネルギー密度を有するマグネシウム電池の研究に
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取り組んでいたが、ほとんどの液体電解質が電池の他の部材に対する腐食性を有するた
め、液体電解質の有力な候補材料が見つからず、壁にぶつかっていた。バークレー研究
所の上級教員科学者である Gerbrand Ceder 氏は、次のように語った。「マグネシウム
は非常に新しい技術であるため、有力な液体電解質が存在しないのです。そこで我々は、
いっそのこと一足飛びで固体電解質を作ってはどうかと考えたのです。」
彼らが行き着いた材料は、スピネル型マグネシウム-スカンジウム-セレン化物で、マグ
ネシウムの移動度は、リチウム電池向け固体電解質に匹敵する。彼らの発見は、「High
magnesium mobility in ternary spinel chalcogenides（三元スピネルカルコゲナイドに
おける高マグネシウム移動度）」と題する研究論文に記され、
「Nature Communications」
誌に掲載された。DOE Innovation Hub である JCESR が同研究を後援した。同論文の
筆頭著者は、バークレー研究所の博士研究員である Pieremanuele Canepa 氏および
Shou-Hang Bo 氏である。
Canepa 氏は、次のように語った。「我々は、計算材料科学の方法論、合成、および様々
な解析技術の力を借りて、史上最速でマグネシウムイオンを輸送することが可能な、新
しい種類の固体伝導体を同定しました。」

MIT とアルゴンヌ国立研究所とのコラボレーション
研究チームには MIT が計算資料を提供し、アルゴンヌ国立研究所がスピネル型マグネ
シウム-スカンジウム-セレン化物材料の主な実験による確認を行い、構造と機能につい
ての資料を提供した。
論文の共著者でアルゴンヌ国立研究所の研究化学者である Baris Key 氏は、核磁気共
鳴（NMR）分光法による実験を行った。これらの試験は、理論研究での予測どおりに
マグネシウムイオンが材料内を速く移動することが可能であることを実証実験する第
一段階の一環として行われた。
Key 氏は次のように語った。「高速のマグネシウムホッピングを実験で確認することは
極めて重要でした。理論と実験結果とが相互に一致することは、あまりありません。そ
のため、固体の NMR 実験は極めて困難で、今回のような献身的な協力や JCESR など
からの資金提供が無ければ、不可能だったでしょう。我々がこの研究で示したように、
短・長距離の構造とイオンダイナミクスを詳細に至るまで理解することが、マグネシウ
ムイオン電池研究の鍵となるでしょう。」
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NMR は磁気共鳴画像法（MRI）に類似している。MRI はヒトの筋肉、神経、脂肪組織、
その他の生体物質中にある水分の水素原子を捉えるもので、医療現場で日常的に使用さ
れているものである。しかし NMR は、周波数を調整することによって、電池材料の中
にあるリチウムやマグネシウムイオンなどの他の元素を検知することも可能である。
しかしながら、スピネル型マグネシウム-スカンジウム-セレン化物材料から取得した
NMR のデータには、複雑な特性を有する未知の構造の材料も含まれていたため、解析
は極めて困難だった。
Canepa 氏は、新しい試験材料に挑戦することについて、次のように語った。「ここで
はプロトコルといったものは、基本的には存在しません。これらの発見は、従来の電気
化学的解析に加えて、マルチテクニック手法（アルゴンヌ国立研究所での固体 NMR と
シンクロトロン測定）を取り入れたことによって、ようやく実現したのです。」

不可能なことに取り組む
研究チームは、この伝導体を電池内で使用するための更なる研究を行う方針である。
Ceder 氏は次のように語った。「この伝導体から電池を作製できるようになるまで、お
そらく長い道のりとなるでしょう。しかし今回、本当に優れたマグネシウム移動度を備
えた固体材料の作製が可能であることを初めて実証しました。マグネシウムはほとんど
の固体の中でゆっくり移動すると考えられており、誰も早く移動できるとは考えていな
かったのです。」
さらに今回の研究では、近い将来、マグネシウム固体電解質の開発に多大な影響を与え
る可能性がある相関性のある 2 つの基本的な現象を特定した。これは、アンチサイト欠
陥、および電子とマグネシウム伝導性との間の相互作用で、これらの現象については最
近、「Chemistry of Materials」誌に掲載された。
現在、上海交通大学の助教授を務める Bo 氏は、今回の発見がエネルギー界に劇的な影
響を与える可能性があるとして、次のように語った。「この研究のために、様々な科学
分野の科学者が一堂に会して素晴らしいチームを作り、固体マグネシウム電池の作製と
いう極めて困難な試みに初めて挑戦しました。現段階はまだ揺籃期ですが、この新興技
術は近い将来、エネルギー貯蔵に技術的変革をもたらす可能性があります。」
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論文の共著者であり、バークレー研究所の元研究員で現在プリンストン大学に在籍する
Gopalakrishnan Sai Gautam 氏は、JCESR のような DOE のイノベーションハブによ
って実現した、チームによる取り組みが、今回の発見には必要不可欠だったとして、次
のように語った。「今回の研究は、重要な基礎的発見をするためには、密接な協力関係
の下で、様々な理論や実験に基づく手法をとることが重要であることを示しています。」
Ceder 氏は、今回の発見の今度の見通しについて興奮はしているものの、まだやらなけ
ればならない研究があるとの慎重姿勢を崩しておらず、次のように語った。「産業界で
は、固体電池の製造に向けて多大な努力がなされています。究極の安全な電池である固
体電池は、いわば聖杯のようなものです。しかし、我々にはまだやるべきことがありま
す。この材料には少量の電子漏れという課題があり、実際に電池として使用できるよう
になる以前に解決しなければなりません。」
本プロジェクトの資金は、エネルギー省のイノベーションハブである Joint Center for
Energy Storage Research（エネルギー貯蔵研究共同センター）を通じて DOE の Office
of

Science(科学局)から提供された。アルゴンヌ国立研究所の DOE Office of Science

User Facility(科学局ユーザー共有施設)である Advanced Photon Source からは、固体
伝導体の構造に係る研究にとって非常に重要なデータが追加された。バークレー研究所
の DOE Office of Science User Facility である National Energy Research Scientific
Computing Center （国立エネルギー研究科学計算センター。NERSC）は、計算資料
を提供した。論文のその他の共同著者は、バークレー研究所の Juchaun Li 氏、MIT の
William Richards 氏と Yan Wang 氏、および UC バークレーの Tan Shi 氏と Yaosen
Tian 氏である
文：Julie Chao
翻訳：NEDO 技術戦略研究センター企画課

坂田 裕子

出典：本資料は、バークレー研究所の以下の記事を翻訳したものである。
“‘Holy Grail’ for Batteries: Solid-State Magnesium Battery a Big Step Closer”
(http://newscenter.lbl.gov/2017/11/28/holy-grail-batteries-solid-state-magnesiumbattery-big-step-closer/)
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(1122-2)
【ロボット・AI 技術分野】
仮訳

ソフトロボットにスーパーパワーを与える人工筋肉（米国）
2017 年 11 月 27 日
折り紙に着想を得た筋肉は、柔らかく強く、1 ドル未満で作製可能
Lindsay Brownell 著
（マサチューセッツ州ケンブリッジ） －ソフトロボティクスは、ここ 10 年間で飛躍的に
発展した。世界各国の研究者が、かつて固くぎこちない動きだった機械を曲げたり収縮さ
せたりするために、様々な材料や設計を試したので、機械は、より自然に生物を模倣し、
生物と相互作用できるようになった。しかし、柔軟性と器用さが向上すると、代償として
強度が下がる。材料は、一般的に、柔らかくなるほど固い材料の強度や弾性を失い、用途
が制限される。

(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)
このビデオは、折り紙に着想を得た人工筋肉が、カスタマイズされて如何なる形にでもなり得る様
子を見せたもので、自重の 1,000 倍までの重量の物体を持ち上げることが分かる。
Credit: Shuguang Li / Wyss Institute at Harvard University / MIT CSAIL

ハーバード大学ヴィース研究所と MIT コンピュータ科学・人工知能研究所（CSAIL）の
研究チームは、
折り紙に着想を得て、
ソフトロボットの強度を上げる人工筋肉を開発した。
この人工筋肉は、空気圧あるいは水圧を用いるだけで自重の最大 1,000 倍までの物体を持
5
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ち上げることが可能なもので、ソフトロボットに待望の強度を与えることになる。本研究
については、今週、米国科学アカデミー紀要（PNAS）にて掲載される。
「このアクチュエーター（別称「筋肉」
）の強さにはとても驚きました。普通のソフトロボ
ットの最大機能重量を超える重量は持てるだろうと予想していましたが、1,000 倍増加す
るとは期待していませんでした。まるで、ロボットにスーパーパワーを与えるようなもの
です。」と、MIT 電気工学・コンピュータ科学部アンドリュー・アンド・エルナ・ビタビ記
念教授で、本論文上席著者の 1 人である Daniela Rus 博士は言う。
「人工筋肉のようなアクチ
ュエーターは、工学分野全
ての中で最も重要な大課題
のうちの 1 つです。
」と、本
論文の連絡先著者で、ヴィ
ース研究所 Founding Core
Faculty メンバー兼ハーバ
ード大学ジョン・A・ポール
ソン工学・応用科学部
（SEAS）チャールズ・リバ
ー記念・工学・応用科学教授
の Rob Wood 博士も言う。
「自然な筋肉に似た特性を
持つアクチュエーターを生

折り紙に着想を得た人工筋肉は、単に空気圧や水圧を適用するだけで、
自重の 1,000 倍の重量までの物体を持ち上げることができる。
Credit: Shuguang Li / Wyss Institute at Harvard University / MIT CSAIL

み出した今、たいていのタ
スクについては、どんなロボットでもだいたい作製できると思っています。」
この人工筋肉は各々、金属コイルや特定のパターンに折り畳まれたプラスチックシートな
どのさまざまな材料で作られた「スケルトン（骨格）
」を内蔵しており、スケルトンの周り
を覆う空気や液体を、
「皮膚」の役割を担うプラスチックや布製の袋で封入する、という構
成になっている。袋の中を真空にすると、皮膚（袋）がスケルトンへとしぼみ、そこに張
力が生まれて動きが生じ、筋肉の動作が始まる。信じがたいことに、筋肉の動作を指令す
るのに他の電力源や人による動力は不要である。動作は、スケルトンの形や構成により完
全に決まる。
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「スケルトンの折り方で構造全体の
動作が決まるという意味では、この
筋肉がプログラム化できるものであ
ることが、重要な点の一つです。基本
的に、制御システム無しに、自由に筋
肉の動きを生じさせられます。
」と、
本論文第一著者で、ヴィース研究所
および MIT CSAIL 博士研究員の
Shuguang Li 博士は言う。このアプ
ローチのおかげで、筋肉は非常に小
型で単純なものになり、大型機械や
重機に適応できないモバイルシステ
ムや装着型システムに適したものと
なった。
「人工筋肉のようなアクチュエーター
は、工学分野全ての中で最も重要な
大課題のうちの 1 つです。」

人工筋肉スケルトンの構造ジオメトリが、筋肉の動きを決
定 す る 。 Credit: Shuguang Li / Wyss Institute at Harvard
University / MIT CSAIL

-Rob Wood
「ロボットを作る際には、いつも『インテリジェンスはどこだ。身体の中か、それとも脳
の中か？』と、考えなければなりません。
」と、Rus 博士は言う。
「インテリジェンスをロ
ボットの身体に（本アクチュエーターの場合は、特別な折り畳みパターンで）組み入れる
ことで、ロボットが目標達成するように指令を出すアルゴリズムを単純化できる可能性が
あります。どのアクチュエーターにも、同一の簡易なオン・オフスイッチが付いていて、
さまざまな動きへと形が変わります。」
研究チームは、金属バネや発砲スチロールからプラスチックシートまで幅広く材料を用い
て筋肉を数多く作り、さまざまなスケルトンの形を試した。そして、単に空気を吸い出す
だけで、大きさを元のサイズの 10%にまで縮小できる上、地面から繊細な花を拾い上げて、
ねじれてコイル状になることもできる筋肉を作り出した。
本人工筋肉は、いろいろな動作ができるだけでなく、弾性も卓越している。単位面積当た
り、哺乳類骨格筋の約 6 倍の力を発することが可能だが、非常に軽量でもある。2.6 グラ
ムの人工筋肉は、3 キログラムの物体を持ち上げることができるが、これはマガモが自動
車を持ち上げるのに相当する。さらに、筋肉 1 本は 10 分以内で作ることが可能で、1 ドル
未満の材料を使うので、安価で生産でき、試験や反復も容易である。
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本人工筋肉は真空を利用して動くものだが、この特性のおかげで、現在試験中の他の人工
筋肉よりも、大概において安全なものになっている。
「ソフトロボットのアプリケーション
の多くは、人間を主体にしているものなので、安全性を考慮するのはもちろん重要です。」
と、本論文共著者で、ヴィース研究所リサーチエンジニアの Daniel Vogt 氏は言う。
「真空
ベースの筋肉は破裂、故障、損傷の恐れが低く、動作する際に膨張しないので、人体に密
着したロボットに組み込むことができます。」
「筋肉に似た特性に加え、ソフトアクチュエーターは高度にスケーラブルです。数ミリメ
ートルから 1 メートルまで様々なサイズのものを作りましたが、性能は一律に維持できま
した。」と、Wood 博士は言う。この特性は、本人工筋肉が多様なスケールにて、さまざま
なアプリケーションに使用できるということを意味する。例えば、小型外科用装置、ウェ
アラブルなロボット外骨格、変形可能な構造物、調査・建築用深海マニピュレーター、宇
宙探査用大型展開建造物などに使用可能である。
研究チームは、水溶性ポリマーPVA から筋肉を作ることにも成功し、環境への影響を最小
限にしつつ自然環境にてタスクを遂行するロボットや、体内の適切な箇所まで移動してか
ら溶解して薬剤を放つ体内摂取可能ロボットなどの可能性が拓かれた。「可能性は本当に
無限です。でも、私がこの筋肉を使って次に作りたいのは象のロボットで、本物の象のよ
うに、柔軟かつパワフルに、世界を操作できる鼻を持つロボットです。
」と、Rus 博士は言
う。
「アクチュエーターは、ハーバードの Wood 研究室と MIT の Rus グループの共同作業を
通して開発され、慣習に制限されることなく、自然界から着想を得るというヴィースのア
プローチの良例となりました。結果、自然を模倣するだけでなく、自然を超えるシステム
が実現しました。
」と、ヴィース研究所の創設ディレクターであり、ハーバードメディカル
スクールおよびボストン小児病院血管生物学プログラムのジュダ・フォークマン記念・血

管生物学教授兼 SEAS 生物工学教授の Donald Ingber 博士は言う。
本研究は、米国国防高等研究計画局（DARPA）、米国国立科学財団（NSF）、ヴィース研究
所より資金提供されている。
翻訳：NEDO 技術戦略研究センター企画課
出典：本資料は、ハーバード大学ヴィース研究所（Wyss Institute for Biologically
Inspired Engineering at Harvard University）の以下の記事を翻訳したものである。
“Artificial muscles give soft robots superpowers”
(https://wyss.harvard.edu/artificial-muscles-give-soft-robots-superpowers/)
(Reprinted with permission of the Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering
at Harvard University)
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(1122-3)
【蓄電池・エネルギーシステム分野】
仮訳

太陽と風と電力取引 (独)
2018 年 1 月 8 日
電力網の周波数変動における多様な要因
【ユーリヒ/ゲッティンゲン、2018 年 1 月 8 日】太陽光や風力のような再生可能エネル
ギーの利用は、電力網の変動を引き起こす可能性がある。されど、これらの変動は電力
の安定供給にどのような影響を及ぼすのか？この質問に答えるために、ユーリヒ総合
研究機構(FZJ)とマックス・プランク動力学・自己組織化研究所(MPIDS)の科学者らは、
ロンドンや東京の同僚と共同で、欧州、日本、米国の複数の電力網における様々な変動
を分析し、驚くべき結論に達した。本研究は、本日論文審査雑誌である「Nature Energy」
誌に掲載された。
我々の電力網は 50 ヘルツの周波数で運用されている。通常、水力発電所や石炭火力発
電所では、毎秒 50 回転の速度で回転するタービンによって発電する。「消費者が電力
網からより多くの電力を使用すると、電力供給が増加し元の周波数が再確立される前に、
周波数がわずかに低下します」と同論文の筆頭著者で MPIDS の Benjamin Schäfer 氏
は説明している。「50 ヘルツ公称値の偏差は最小限に抑えられるべきで、そうでなけ
れば高精度の電子デバイスが損傷を受ける可能性があります。」
また、風が常に同じ速度で吹くとは限らず、雲によって太陽光発電システムからの電力
供給は絶えず変動するため、再生可能エネルギー発電は電力網の周波数変動を引き起こ
す。再生可能エネルギー発電機を電力網に統合し、電力網をマイクログリッドと称され
る小規模の自律セルへ分割する等が頻繁に提案されている。これにより、例えば熱電併
給ユニットや独自の風力・太陽光事業を有するコミュニティーで、自律的にエネルギー
システムを運用することが可能となる。
だが、この小規模セルへの分割と再生可能エネルギー発電機の統合は、電力網にどのよ
うな影響をもたらすのか？この質問に答えるために FZJ と MPIDS の科学者らは、世
界の様々な地域における電力網の周波数変動を分析し、数理モデルを用いて潜在的脆弱
性とその原因を予測した。
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１つの分析から 2 つの驚き
まず、欧州、日本、米国からの測定値を照合した。次にデータを体系的に分析したと
ころ、2 つの結果に驚いた。「1 つ目の驚きは、電力網が 15 分毎に特に強い変動を示
したことでした」と FZJ のエネルギー・気候研究所およびケルン大学理論物理学研究
所の Dirk Witthaut 氏が述べている。「これは欧州電力市場で、発電電力に対して発
電機が新規電力供給に合意した、まさにその時間間隔である。これにより電力がどの
程度、そしてどの電力網に供給されるかが変化する。そのため、少なくとも欧州で
は、電力取引は電力網の周波数変動バランス調整に大きな影響を与えている。
2 つ目の驚きは、公称値 50 ヘルツ付近の周波数変動の統計的特性が、期待値を中心と
した対象分布である正規分布(ガウス分布)ではなかった点である。むしろ、より極端な
変動と推定される。数理モデルを用いて、科学者らは電力網の規模に応じて想定される
周波数変動を計算し、再生可能エネルギーによる変動の程度を予測した。

電力取引が重要な要因
調査地域を比較すると再生可能エネルギーの割合が大きいと、実際にはより大きな周波
数変動に至ったことを示した。「例えば、英国の風力・太陽光発電の割合は米国よりは
るかに高く、周波数変動がより大きくなります」と Dirk Witthaut 氏は説明している。
したがって、科学者らは再生可能エネルギーの割合の増加に伴い、系統周波数に応じて
発電事業者と消費者間で高度に調整するプライマリ制御や需要制御への投資の増加を
推奨している。
他方、本研究の最も興味深い知見の 1 つは、電力取引に起因する電力網の周波数変動
が、再生可能エネルギーによる電力供給に起因する変動よりも、大きいと明らかになっ
た点である。
科学者らはまた、小規模な電力網がより大きな変動を示すことを発見した。「我々の調
査によると、大陸ヨーロッパの同期的電力網のような、大規模でそのため変動が非常に
遅い電力網をマイクログリッドに分割すると、周波数変動がより大きくなるだろう」と
Benjamin Schäfer 氏は述べている。「そのため、技術的には、現在の非常に厳しい周
波数基準が緩和された場合に限り、マイクログリッドは一つの選択肢となり得るだろ
う。」
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2015 年に計測された周波数変動 (データ提供: 50Hertz):欧州の電力網では、電力網周波数は約 50 ヘル
ツで変動し、電力取引間隔に対応する 15 分毎に特に大きな変動が顕著に見られる。通常、周波数は黄色
の幅内だが、最小値と最大値の偏差(灰色)は、特に 15 分毎とみられる。
Copyright: MPI für Dynamik und Selbstorganisation / Benjamin Schäfer

翻訳：NEDO 技術戦略研究センター企画課

出典：本資料は、ユーリヒ総合研究機構(FZJ)の以下の記事を翻訳したものである。
“‘Sun, Wind, and Power Trading”
http://www.fz-juelich.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/UK/EN/2018/2018-01-08sun-wind-and-power-trading.html
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(1122-4)
【電子・情報通信分野】
仮訳

仮想現実は磁気を帯びる（独）
2018 年 1 月 19 日
国際研究チームが電子「スキン」を開発
最近の「Pokémon GO」の成功に
より、多くの人にとって「拡張現
実」という概念が極めて身近なも
のになった。コンピューターから
生まれた知覚空間である「拡張現
HZDR の超薄型電子磁気センサーによって、バーチャルな電
球の明かりの調節がタッチレスで可能になった。センサーは
第二の皮膚のように手に装着されており、手の動きや位置
が、永久磁石の磁界によって、明るさを調節するバーチャル
な目盛に反映される。Source: D.Makarov 氏 Download

実」は、現実とバーチャルな世界
に溶け込んでいる。従来の「拡張
現実」を用いたアプリは、動作の
検知を光学的手法に大きく依存し
ていた。

ドイツのヘルムホルツ協会ドレスデン・ロッセンドルフ研究所(HZDR)の物理学者は、ラ
イプニッツ固体・材料研究所（IFW）
、およびオーストリアのヨハネス・ケプラー大学（JKU
Linz）の研究者と共同で、皮膚への装着が可能な超薄型電子磁気センサーを開発した。同
デバイスは、磁界との相互作用だけで、バーチャルおよびフィジカルな物体のタッチレス
な操作を可能にするものである。本研究結果は、「Science Advances」誌に掲載されてい
る。（DOI：10.1126 / sciadv.aao2623）
その小さな輝く金の物体は、一見したところ、モダンなタトゥーのように見える。しかし、
この第二の皮膚のように手のひらに貼り付けられた、極薄で、ほとんど目に見えない箔片
の上には、我々に磁界を知覚するための「第 6 の感覚」をもたらすセンサーがついている。
このセンサーによって、我々が現在スマートフォンを使用するときのように、僅かなジェ
スチャーだけで、フィジカルな世界と、拡張現実またはバーチャルリアリティの両方にお
いて、日用品の操作や機器の制御が可能になる。本ビジョンは、HZDR のイオンビーム物
理・材料研究所の Denys Makarov 博士によって育まれた。
同博士の研究チームは今回初めて、IFW Dresden の Oliver G. Schmidt 教授、および JKU
Linz のソフトエレクトロニクス研究所の Martin Kaltenbrunner 教授と共に、磁界を感知
する超薄型センサーが、永久磁石と組み合わさることによって、室内での体の動きを感知
し、情報処理することが可能であることを実証した。本研究論文の筆頭著者である HZDR
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の Cañón Bermúdez 氏は、次のように説明している。
「我々が考案した電子スキンは、例
えば、永久磁石の外部磁界に対する手の位置を変えることにより、手の動きをトレースし
ます。これは、手の回転をデジタル化して、バーチャルな世界に合わせた変換を行うだけ
でなく、バーチャルな世界にある物体に対して影響を与えるということを意味します。」研
究者は本技術を用いて、コンピュータースクリーン上のバーチャルな電球の明るさの調節
をタッチレスで行うことに成功した。

バーチャルな電球
研究者はこの実験のために、ダイヤルを模して作ったリング状のプラスチック製構造物の
中に、永久磁石を設置した。次に、ウェアラブル・センサーと磁気源間の角度と、電球の
明るさを調節する制御パラメーターとの関連付けを行った。Makarov 氏は、実験のうちの
一つについて、次のように説明した。
「ランプの明るさを調整するときの典型的な手の動き
に対応するように、0 度と 180 度の間の角度を符号化することによって、我々は調光器を
作製しました。そして、永久磁石の上にかざした手の動きだけで、調光器の明るさの調節
をしました。」研究者は同様にして、バーチャルなダイヤルの操作にも成功した。IFW
Dresden の物理学者は、本アプローチについて、フィジカルな世界と、現在の技術によっ
て可能なことを遥かに凌駕するバーチャルな世界とをつなげるための独創的な選択肢にな
ると期待している。
Makarov 氏は次のように説明している。
「現在のシステムでは、バーチャルな物体を操作
するために、基本的に光学的手段を用いて動体を捕らえるという方法をとっています。こ
の方法では、一方でカメラや加速度計を搭載し、他方で高速画像データ処理を行う必要が
あります。しかしながら、一般的に解像度は、指の微かな動きを再現するのに十分ではあ
りません。さらに、これらの機器は非常にかさばるため、標準装備である手袋や眼鏡が、
バーチャルリアリティを体験する際の妨げとなります。
」Martin Kaltenbrunner 氏は、次
のように述べている。
「皮膚のようなセンサーの方が、ヒトと機械とをつなぐ方法としては、
より優れていると言えます。一般的なヒトの毛髪の太さが約 50 ㎛であるのに対して、我々
が開発したポリマー箔の厚さは 3 ㎛もないので、簡単に身に着けることができます。
」
その後の実験によって、同センサーが、機能性を失うことなく、曲げ、折り畳み、および
伸張といった動作への耐性を有することが示された。このことから、Oliver G. Schmidt 氏
は、同センサーが、ウェアラブルな電子機器を製造するにあたり、布のように柔軟で成形
可能な材料と一体化させることに適していると考えている。Makarov 氏は、同センサーに
は、光学的システムに対して、もう一つの優位性があると指摘する。それは、対象物とセ
ンサーとの間に、直線的な見通しをきかせる必要がないということである。したがって、
13
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セキュリティ業界でも、用途の可能性が開かれる可能性がある。例えば、危険な状況下で、
入室が不可能になった部屋の中にあるボタンやコントロールパネルを、センサーを介して
遠隔操作することが可能になるであろう。

Science Advances 掲載論文:
“Magnetosensitive e-skins with directional perception for augmented reality”
G.S. Canón Bermúdez, D.D. Karnaushenko, D. Karnaushenko, A. Lebanov, L. Bischoff,
M. Kaltenbrunner, J. Fassbender, O.G. Schmidt, D. Makarov
Science Advances, 19 January 2018, DOI : 10.1126/sciadv.aao2623

翻訳：NEDO 技術戦略研究センター企画課 坂田 裕子
出典：本資料は、ドイツのヘルムホルツ協会ドレスデン・ロッセンドルフ研究所(HZDR)
の以下の記事を翻訳したものである。
“Virtual reality goes magnetic”
(https://www.hzdr.de/db/Cms?pOid=55504&pNid=0)
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(1122-5)
【ナノテクノロジー・材料分野】
仮訳

フレキシブルな疎水性グラフェン回路が洗えるエレクトロニクスを実現
（米国）
2018 年 1 月 23 日

Jonathan Claussen 氏と研究チームは、グラフェンインクをプリンティングし、加工。機能的材料を作製した。拡大写
真 写真：Christopher Gannon

米国アイオワ州エイムズ－新グラフェンプリンティング技術で、低コスト、柔軟性、高導
電性、疎水性を兼ね備えた電子回路が作製可能となった。
本ナノ技術は、
「汚れや氷およびバイオフィルムの形成に耐性のある、自浄式のウェアラブ
ル・ウォッシャブルなエレクトロニクスにつき、莫大な価値をもたらすものである。
」と、
本研究を詳述した最近の論文にある。
「我々は、インクジェットプリントされた低コストのグラフェンを、レーザーを用いて機
能的な材料に変えています。
」と、アイオワ州立大学機械工学部アシスタントプロフェッサ
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ー兼米国エネルギー省エイムズ研究所準会員で、最近 Nanoscale 誌の表紙で特集された本
論文の責任著者 Jonathan Claussen 氏は言う。
本論文では、Claussen 氏と研究チームのナノエンジニ
アらが、どのようにインクジェットプリンティング技
術を用いて、フレキシブルな材料上に電気回路を作製
したかを詳述している。本研究でのプリンティングイ
ンクは、フレーク状のグラフェンである。グラフェン
は、電気と熱の優れた導体となり得るもので、強くて
安定し生体適合性を有する素晴らしい材料である。
しかし、このプリントされたフレークは、それほど導
電性が高くないので、導電性を高めてエレクトロニク
スやセンサーに利用できるようにするため、非導電性

Jonathan Claussen 氏

バインダーを除去し、フレークを溶接するプロセスが
必要である。
プリント後のプロセスには、通常、熱や化学薬品が使用される。しかし、Claussen 氏と研
究チームは、高速パルスレーザープロセスを開発し、印刷面が紙でも、損傷を与えること
なくグラフェンを扱えるようにした。
ところで、研究チームが開発したレーザープロセス技術には、別の用途も見つかった。グ
ラフェンでプリントした回路は水滴を保持するが（親水性）、これを、水をはじく回路（超
疎水性）に変えることができるのだ。
「我々は、インクジェットプリントされたグラフェンの表面をマイクロパターニングして
います。」と、Claussen 氏は言う。
「このレーザーは、小さなピラミッドを積み重ねるよう
に、グラフェンフレークを垂直方向に並べます。これで疎水性が生じます。」
Claussen 氏によると、本レーザープロセスのエネルギー密度を調節して、プリントされた
グラフェン回路の疎水度と導電度をチューニングすることは可能である。
本論文では、本研究で、新しいエレクトロニクスやセンサーへのさまざまな可能性が拓け
るとしている。
「我々が開発したいと思うものの一つが、
生物付着防止材料です。
」と、
本論文の共著者で、
アイオワ州立大学機械工学部および仮想現実アプリケーションセンター（Virtual Reality
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Applications Center）ポスドク研究員の Loreen Stromberg 氏は言う。
「我々の技術で、化
学・生体センサーといったデバイスの最適性能を阻害する生体物質の表面蓄積を減らせる
かもしれません。
」
また、本技術は、フレキシブルエレクトロニクス、布地でのウォッシャブルセンサー、マ
イクロ流体技術、抵抗低減、防氷、グラフェン構造と電気的シミュレーションを用いて神
経再生用の幹細胞を作る電気化学センサーおよび技術に利用できる可能性がある。
研究チームは、プリントされたグラフェンのナノ表面やマイクロ表面が、どのようにして
疎水機能を得るのかをよりよく理解するため、更に研究を進めるべきだとしている。
現在、本研究は、全米科学財団、米国農務省国立食料農業研究所、Roy J. Carver Charitable
Trust、アイオワ州立大学工学カレッジおよび機械工学部より、助成金支援を受けている。
アイオワ州立大学研究財団（Iowa State University Research Foundation）は特許取得に
向けて尽力中であり、商業化を見込んで、エイムズを拠点とするスタートアップ NanoSpy
Inc.社とオプション契約を結んでいる。NanoSpy 社は、アイオワ州立大学リサーチパーク
に所在し、食品加工工場にてサルモネラ菌や他の病原菌を検出するセンサーを開発してい
る。Claussen 氏と Stromberg 氏は同社に所属している。
グラフェンのプリンティング、プロセス、チューニング技術は、非常に有用であると、
Stromberg 氏は語る。つまり、
「エレクトロニクスは全てに組み込まれている」のだ。

翻訳：NEDO 技術戦略研究センター企画課

出典：本資料は、アイオワ州立大学（Iowa State University）の以下の記事を翻訳した
ものである。
“Engineers develop flexible, water-repellent graphene circuits for washable electronics”
(https://www.news.iastate.edu/news/2018/01/23/washableelectronics)
(Reprinted with permission of Iowa State University)
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(1122-6)
【ナノテクノロジー・材料分野】
仮訳

ナノスケールの金属構造を3Dプリントする新プロセス（米国）
2018 年 2 月 9 日
金属イオンを含む有機足場を合成する
ことで、従来よりも桁違いに小さい金属
構造の 3D プリントが可能になる。
カルフォルニア工科大学(Caltech)が開
発した新技術により、初めて 3D プリン
ティングを利用して複雑なナノスケー
ル金属構造を作製することが可能とな
る。

療用の微細なインプラントの制作、コン

Caltech の大学院生 Andrey Vyatskikh 氏は 3D 金属構造体
がプリントされた正方形のシリコン回路基板を見せている。構造
体自体は埃よりも小さい。

ピュータチップ上に 3D ロジック回路の

(Credit: Caltech）

本技術がスケールアップした後には、医

作製や超軽量航空機部品の設計等様々なアプリケーションへの利用が期待される。また、
内部構造に基づいた並外れた特性を有する、新材料開発の可能性をも切り拓く。本技術の
研究論文は 2 月 9 日付 Nature Communications に掲載されている。
積層造形としても知られている 3D プリンティングでは物体を一層ずつ作製し、エッチン
グやフライス加工等の従来のサブトラフィクブ法では不可能な構造物が作製可能である。
Caltech の材料科学者である Julia Greer 教授は、積層造形による超小型 3D 構造物を作
製するパイオニアである。教授らの研究チームは、例えば肉眼で見るにはあまりにも微小
な、桁がわずか数ナノメートル幅の 3D 格子構造を作製した。このような材料は並外れた、
時には驚くべき特性を示す。また、研究チームはスポンジのように圧縮後に反発して、元
の形状に戻る超軽量のセラミックスを作製した。
研究チームはセラミックスから有機化合物まで、多様な材料による 3D プリント構造を作
製している。だが金属プリントでは、特に約 50 ミクロン（人間の毛髪の約半分の幅）を下
回るサイズの構造作製を試みたが、困難であった。
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ナノスケールの 3D プリンティングでは、
わずか 2 光子もしくは光粒子の高精度レ
ーザーが、特定の位置にある液体に照射
する。これは、液体ポリマーの固体への
硬化には十分なエネルギーだが、金属の
溶融には不十分であった。
液体材料から構造物を 3D プリントするために 2 光子リ
ソグラフィを利用、固体材料へ硬化する化学結合を作製
する。
(Credit: Caltech)

「金属は、我々がナノスケール構造物の
作製に利用しているポリマー樹脂と同様
には、光に反応しません」と Caltech
Division of Engineering and Applied

（画像のダウンロード）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

Science の材料科学、力学、医用工学の

Greer 教授は述べている。
「硬化を可能にし、特定の型を形成するポリマーは光との相互作
用により、化学反応が生じます。金属では、この過程は根本的に不可能です。
」
Greer 教授の研究チームの大学院生、
Andrey Vyatskikh 氏が解決策を見出し
た。金属と結合する分子をもつ有機リガ
ンド(配位子)を利用し、主要成分がポリマ
ーだが、足場材のようにプリント可能な
金属を有する樹脂を作製した。

Nature Communications の論文に記載
された実験では、
Vyatskikh 氏はニッケル
と有機分子を結合し、咳止めシロップに
類似の液体を作成した。コンピューター・
ソフトウェアを利用して構造体を設計

コンピューターモデリングは微小格子がどのように 150
ナノメートル層に 3D プリントされるかを示す。構造体が
加熱されると、80%縮小可能。
(Credit: Caltech)
（画像のダウンロード）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。

し、2 光子レーザーを液体に照射すること
で構造体を作製した。レーザーによって有機分子間のより強力な化学結合が作られ、構造
体の構成要素へと硬化した。この有機分子はニッケル原子にも結合するため、ニッケルも
構造体に統合される。このように研究チームは、最初に金属イオンと非金属の有機分子が
混合されていた、3D 構造をプリントできた。
次に Vyatskikh 氏は構造体をオーブンに入れ、真空チャンバー内で 1,000℃（約 1,800°F）
まで徐々に加熱した。ニッケルの溶融点である 1,455℃(2,650°F)下回る温度によって構造
中の有機材料が蒸発し、金属のみが残留する。熱分解として知られているこの過熱プロセ
スは、金属粒子も同時に溶融する。
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また、同加熱プロセスは構造材料のかなり
の量を蒸発させるため、形状と比率を維持
したまま、構造体のサイズは 80%縮小する。
「我々が構造体を微小に作製できたのは、
最後の縮小部分が大きく関係しています」
と Nature Communications 論文の主著者
である Vyatskikh 氏は述べている。「論文

作製した構造体の強度試験のため、Greer 教授は構
造体を押しつぶし、反応を記録。

で報告した構造体では、プリントしたパー

(Credit: Caltech)

ツの金属桁の直径は、縫い針の先端の約

（画像のダウンロード）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

1/1000 のサイズです。
」

Greer 教授と Vyatskikh 氏は、同技術の改良を引き続き行っている。現在論文で報告され
た構造体には、蒸発した有機材料が残す中空とわずかに残る不純物がある。また Greer 教
授によると、同技術が産業利用されるのであれば、多量の材料が生産できるようスケール
アップが必要となる。研究チームはニッケルから研究を開始したが、タングステンやチタ
ン等、一般産業利用されているが微細な 3D プリント構造作製が困難もしくは不可能な、
その他金属への応用にも関心を示している。またセラミックスや半導体、圧電材料等（機
械的応力から生じる電気効果を有する材料）の一般的かつ新しい金属以外の材料に、本プ
ロセスを利用して 3D プリントすることも視野に入れている。
本研究のタイトルは「Additive Manufacturing of 3D Nano-Architected Metals」である。
共同執筆者は Caltech Resnick Sustainability Institute の応用物理学、材料科学の博士研
究員である Akira Kudo 氏および機械工学大学院生の Carlos Portela 氏、フランス Centre
Technique de Vélizy の共同研究者 Stéphane Delalande 氏、中国 Tsinghua University の
Xuan Zhang 氏である。本研究は米国国防総省より資金提供されている。
著者：Robert Perkins 氏

翻訳：NEDO 技術戦略研究センター企画課
出典：本資料は、カルフォルニア工科大学 (Caltech)の以下の記事を翻訳したものであ
る。
“New Process Allows 3-D Printing of Nanoscale Metal Structures”
(http://www.caltech.edu/news/new-process-allows-3-d-printing-nanoscale-metalstructures-81373)
(Reprinted with permission of California Institute of Technology)
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(1122-7)
【環境・省資源分野】
仮訳

希土類磁石から「レアなもの」を取り出す製造技術イノベーション
（欧州）
2018 年 2 月 22 日

© OBE Ohnmacht & Baumgartner

希土類磁石は、携帯電話や電気自動車から医療機器や風力タービンに至るまで、現代の多
くのデバイスにとって必要不可欠なものであるが、この必要不可欠な金属合金は、欧州で
はほとんど製造されていない。EU が資金を提供するコンソーシアムが、超強力永久磁石
を完全にリサイクルし、持続的に製造できるようにするという大改革をもたらした。
REProMag（Resource Efficient Production Route for Rare Earth Magnets:
https://cordis.europa.eu/project/rcn/193433_en.html）プロジェクトでは、100%再利用の
金属を用いて、希土類磁石部品の製造の持続可能性を実質的に高めるプロセスを開発・検
証しており、同プロセスは商業化に向けてほぼ準備が整っている。このプロジェクトの目
標は、材料の使用を 40%程度削減することと、従来の製造プロセスに比べて 30%以上、全
製造工程にわたりエネルギー効率を向上させることである。
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「希土類磁石に依拠した製品は、欧州の現代生活に欠かせないものとなっていますが、こ
の材料の需要を満たすのに、欧州は相変わらず輸入に大きく依存しています。現在、希土
類金属の 80%は、中国で製造されています。欧州委員会は、希土類磁石材料について、EU
の製造業に不可欠な希少材料全般の供給リスクが最高潮に達していると認識しています。」
と、REProMag のコーディネート・パートナーであるドイツ OBE（Ohnmacht &
Baumgartner GmbH & Co. KG）社の Carlo Burkhardt 教授は言う。
REProMag のパートナー企業には、製造業の中小企業（SME）が複数含まれており、それ
らの企業が、欧州内で、ネオジムやジスプロシウムといった希土類金属を精密磁性部品用
にリサイクルする新しい廃棄物ゼロプロセスを実現した。
重要な成果として、シェーピング（成形）
・デバインディング（脱バインディング）
・シン
タリング（焼結）という、いわゆる SDS をベースとした新しい希土類磁石統合製造ソリュ
ーションを開発した点がある。同ソリューションは、材料のコンタミを防ぎ、完成した磁
石の特性を維持あるいは改善までも行う革新的な技術を用いている。

廃棄物ゼロ製造
第一段階では、
廃棄されたデバイスや部品から抽出した希土類材料を、
金属粉末に再生し、
ポリマー・バインディング材を加えてペレットに加工する。このペレットは、特殊な射出
成形プロセスか、あるいは REProMag パートナー企業が開発した、完成品の磁場を正確
かつ確実に並べる 3D プリンティングシステムにて用いることが可能である。
バルク金属ブロックから磁石を機械加工するよりも、射出成形や 3D プリンティングの方
が、意図したアプリケーション用の磁石を正確に作製できる。こうして出来た磁石は、ハ
ードディスクドライブやオーディオヘッドセットの微小な部品から、電気自動車の強力モ
ーターや風力タービンの発電機といった、はるかに大きなスケールもおいても、使用が可
能なものである。
この、いわゆるネット・シェイプ製造プロセスは、材料を捨てることがない廃棄物ゼロ製
造に相当し、大幅に資源消費を減らすものである。重要なのは、これまで激しく危険な採
鉱と金属加工技術に依存していた希土類産業の、環境へのインパクトを和らげることも可
能な点である。
「この開発により、金属鉱石から希土類を取り出す際のエネルギー消費と有害な化学物質
の使用を大幅に減らせるので、社会にも恩恵があります。」と、Burkhardt 氏は言う。
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REProMag 製造工程において、成形あるいはプリントされた磁石は、脱バインディングプ
ロセスにてポリマーバインダーが除かれ、続いて焼結プロセスにて密度と機械的強度を高
められ、腐食防止のための特別なコーティングが施される。
その他の後工程は無いので、REProMag のアプローチは、バルク材料から磁石を機械加工
する方法に比べて、少なくとも 30%はエネルギー消費を削減することになる。製造方法の
更なる改良については、プロジェクトのパートナー企業が現在研究を行っており、マグネ
ット自体の強度の 10～40%の増加と、小型アプリケーションにおける、複雑な 3D 構造部
品の利用促進が見込まれる。
複雑な小型部品の製造において、材料の消費低減を確実化するネットシェイププロセスに
より、欧州の企業は、持続可能でエコフレンドリーな製品をより多く提供できるようにな
ると、REProMag チームは期待している。
背景には、標準的燃焼機関自動車がさまざまな部品にて希土類磁石を 1 キログラムも使用
し、電気自動車は電気モーター部品として 30 キログラム、風力タービンは 2 トンにも及
ぶ希土類磁石を必要とするという状況がある。
「使用可能寿命が終わると、磁石は再生可能で、SDS プロセシングサイクルに再び投入す
ることも可能です。
」と、Burkhardt 氏は言う。
「製品のライフサイクルがリサイクルから
リサイクルまでとなり、欧州内で材料の閉ループが構成されると、輸入資源への依存が減
り、地方産業の競争力が増加します。」

© burger.film
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翻訳：NEDO 技術戦略研究センター企画課
出典：本資料は、欧州委員会（European Commission）の以下の記事を翻訳したもので
ある。
“Manufacturing innovation set to take the 'rare' out of rare-earth magnets”
(http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/news/ar
ticle_18_02_22_en.html?infocentre&item=Infocentre&artid=47576)
(Reprinted with permission of European Commission)
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(1122-8)
【ナノテクノロジー・材料分野】
仮訳
Engineers turn plastic insulator into heat conductor
Technique could prevent overheating of laptops, mobile phones, and other electronics.
MIT News

プラスチック絶縁体を熱伝導体に転換（米国）
2018 年 3 月 30 日

MIT のエンジニアが熱伝導性ポリマーを開発。
同ポリマーは、プラスチック材料でありながら、
熱伝導体として機能し、熱を絶縁するのではな
く拡散する。
画像：Chelsea Turner / MIT

ラップトップ、携帯電話、その他エレクトロニクスの過熱防止を可能にする技術
プラスチックは、効率的な熱を捕捉することができる優れた絶縁体であり、コーヒーカッ
プのスリーブ等で強みを発揮する。しかし、この絶縁特性は、ラップトップや携帯電話の
プラスチックケース等の製品においては、機器が発する熱をカバーが閉じ込めてしまうた
め、過熱を引き起こす可能性があり、望ましいとは言えない。
MIT のエンジニアのチームは今回、熱伝導性ポリマーを開発した。同ポリマーはプラスチ
ック材料でありながら、熱伝導体として機能し、熱を絶縁するのではなく拡散する。この
新しいポリマーは、軽量、フレキシブルで、最も一般的に商業利用されているポリマーの
10 倍もの伝熱性を備える。
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MIT 機械工学部の博士研究員である Yanfei Xu 氏は、次のように述べている。「従来のポ
リマーは、電気的にも熱的にも絶縁材料です。導電性ポリマーの発見と開発によって、フ
レキシブルディスプレイやウェアラブルバイオセンサー等の新たな電子アプリケーション
が誕生しましたが、我々が今回開発したポリマーは、熱を伝導させ、より効率的に熱を除
去することが可能です。我々はこのポリマーを、既存の自己冷却式電子機器の筐体等の高
度な熱管理アプリケーション向けの次世代熱伝導体として利用することが可能であると確
信しています。
」
Xu 氏、博士研究員のチーム、大学院生、および学部職員は「Science Advances」誌に 本
研究結果を発表した。同チームのメンバーは、Xu 氏と共に本研究に貢献した Xiaoxue
Wang 氏、Jiawei Zhou 氏、Bai Song 氏、Elizabeth Lee 氏、および Samuel Huberman
氏。Zhang Jiang 氏（アルゴンヌ国立研究所の物理学者）
、Karen Gleason 氏（MIT の
associate provost、Alexander I. Michael Kasser 化学エンジニアリング教授）、 Gang
Chen 氏（MIT 機械工学部長、および Carl Richard Soderberg 動力エンジニアリング教
授）

スパゲッティを引き伸ばす
平均的なポリマーの微細構造を拡大して見ると、同材料がなぜ容易に熱を閉じ込めること
ができるのかを理解することは困難ではないだろう。顕微鏡レベルで見ると、ポリマーは
分子単位であるモノマーの長鎖から成り、両端がつながっている。これらの鎖は、スパゲ
ッティの塊のように絡み合っていることが多い。熱媒体は、この無秩序で混乱とした中で
移動を阻止され、ポリマーの絡まりや結び目の中に閉じ込められがちである。
研究者は、これらの天然の断熱材を熱伝導体に転換することを試みた。
ポリマーは、軽量、フレキシブルで、化学的に不活性であるといった複数の特性の組み合
せをエレクトロニクスにもたらす。さらに、電気を通さない絶縁材料として、ラップトッ
プや携帯電話等のデバイスをユーザーが手で持った時にショートを起こさないようにする
ために利用することが可能である。
近年、複数のグループが、熱電性ポリマーを設計したが、その中の一つである Chen 氏の
グループは、2010 年に「超延伸ナノファイバー」(ultradrawn nanofibers)をポリエチレン
の標準的試料から作製する方法を開発した。この技術は、クリスマス・イルミネーション
の絡まった電飾コードをほどくように、乱雑で不規則なポリマーを超薄で規則的な鎖状に
引き伸ばすというものである。Chen 氏は、この方法で作製した鎖によって、熱がポリマ
ーに沿ったり、中を通り抜けたりするによって容易に移動できるようになり、通常のプラ
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スチックの 300 倍もの伝導性を発揮することを発見した。
しかし、絶縁体に転換した導電体が熱を拡散するのが可能なのは、各々のポリマー鎖に沿
った一方向のみにおいてだった。ファンデルワールス力（2 つ以上の分子を互いに近くに
引き寄せる現象）が微弱なせいで、熱がポリマーの鎖と鎖の間を移動することが出来なか
った。そこで Xu 氏は、ポリマー材料が全方向に熱を拡散させることができるようになら
ないかを考えた。
Xu 氏は本研究において、同時に分子内および分子間の力を操作することによって、ポリマ
ー鎖沿いや、鎖と鎖の間での効率的な熱の輸送を可能にする方法を用いて、高い伝熱性を
備えたポリマーの設計を試みた。
同チームは最終的に、多くの電子機器で一般的に使用されている共役ポリマーの一種であ
るポリチオフェンとして知られている熱伝導性ポリマーを作製した。

あらゆる方向に熱の兆候がある
Xu 氏、 Chen 氏、および Chen 氏の研究室のメンバーは、Gleason 氏、および同氏の研
究室のメンバーと共同で、酸化的 CVD 法（oxidative chemical vapor deposition=oCVD）
により、熱伝導性ポリマーを設計するための新しい方法を開発した。酸化的 CVD 法では、
2 種類の蒸気が反応室内と基板上に供給され、相互作用を起こした蒸気が膜を形成する。
Xu 氏は「我々が開発した方法により、通常のポリマーで作られるようなスパゲッティ状に
ねじれた鎖ではなく、堅いポリマー鎖を作製することに成功しました。
」と述べた。
この方法において、Wang 氏は酸化剤をモノマーの蒸気と共に反応室に注ぎ入れた。モノ
マーは個々の分子単位であるが、酸化すると、ポリマー鎖を形成する。
Wang 氏は次のように述べた。
「我々は、シリコン/ガラス基板上にポリマーを形成させま
した。この基板上に酸化剤とモノマーが吸着され、反応すると、CVD 法のユニークな自己
テンプレート的成長メカニズムの機能が促進されます。
」
Wang 氏は、約 2 ㎠（親指の指紋の大きさ）の比較的大きなサンプルを作製した。
Xu 氏は次のように述べた。「このサンプルは、太陽電池、有機電界効果トランジスター、
および有機発光ダイオード等、かなり広範囲の用途で使用されているため、もし同材料を
熱伝導性に転換することができれば、すべての有機エレクトロニクスにおいて、熱の拡散
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が可能になります。
」
同チームは、時間領域サーモリフレクタンス法で各サンプルの熱伝導率を測定した。同測
定方法は、材料にレーザーを照射し、表面を加熱した後に、熱が材料の中に拡散するとき
の材料の反射率を測定することにより、表面温度の低下をモニタリングするというもので
ある。
Zhou 氏は「表面温度の減衰の時間的プロファイルは、熱拡散の速度に関係しており、そこ
から熱伝導率を計算することが可能です。
」と述べた。
ポリマーのサンプルでは平均して約 2W/m・K と、従来ポリマーの約 10 倍の速さでの熱
伝導が可能であることが確認された。アルゴンヌ国立研究所(ANL)では、Jiang 氏および
Xu 氏が、同サンプルがほぼ等方的、すなわち均一であることを確認した。このことは、熱
伝導性等の材料の特性もほぼ均一であることを示唆している。同チームはこの推論に基づ
き、同ポリマーが全方向に均等に熱伝導を行い、熱拡散のポテンシャルを向上させると予
測した。
同チームは今後、ポリマーの伝導性の背景にある基礎物理学のみならず、エレクトロニク
ス、電池ケース、プリント回路基板の膜等のエレクトロニクスや他製品において、同材料
を利用する方法について、研究を継続する方針である。
Xu 氏は次のように述べた。
「我々は、この材料をシリコンウェハー上やさまざまな電子デ
バイス上に直接コーティングしたり、コンフォーマルにコーティングしたりすることが可
能です。もし、これらの無秩序構造の中で熱輸送がどのように行われているのかが理解で
きれば、熱伝導率をさらに向上させることが可能かもしれません。そうすれば、広範囲に
わたる過熱に係る問題の解決や、熱管理の改善に貢献できるでしょう。
」
本研究の一部は、米国エネルギー省 基礎エネルギー科学、および MIT の Deshpande
Center からの支援を受けて行われた。
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“Engineers turn plastic insulator into heat conductor”
(http://news.mit.edu/2018/engineers-turn-plastic-insulator-heat-conductor-0330)
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