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【ナノテクノロジー・材料分野】  

66-1 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ミネソタ大学 

    2018/8/28 

「バイオニック・アイ」のプロトタイプを 3D プリントで作製 
(Researchers 3D print prototype for ‘bionic eye’) 

・ ミネソタ大学が、マルチ材料対応 3D プリンターを利用して半球形のガラスの表面に光検出器を 3D
プリントすることに初めて成功。視力を補助する「バイオニック・アイ」実現に向けた飛躍的な進展と考
える。 
・ カスタム作製した同 3D プリンターで湾曲した表面に銀ナノ粒子のベースインクで最初にプリントし、
均一に乾燥後、光を電気に変換する光検出器を半導体ポリマーでプリントする。この全行程は約 1 時
間で完了する。 
・ 同技術では、3D プリンテッド半導体の安定した作製に関する課題が残るが、今回作製した 3D プリ
ント半導体では 25%の光電変換効率を達成し、従来の微細加工設備で製造される半導体デバイスの
効率に匹敵する可能性を示唆。同技術ではまた、従来では不可能だった、曲面への半導体デバイス
のプリントが容易。 
・ 3D プリンティング、エレクトロニクスやバイオロジーを単一のプラットフォームに統合する研究を実施
する同大学の研究チームは、数年前「バイオニック・イヤー」のプリントの成功により国際的な関心を
集めて以来、人工臓器の 3D プリントや「バイオニック・スキン」の機能を担う電子ファブリック等の開発
を進めている。 
・同 3D プリンテッド半導体デバイスは特許取得済み。今後はより高効率でより多くの光検出器を備え
たプロトタイプ作製を目指す。また、実際の眼球に埋め込める柔軟な材料の半球面にプリントする方
法について研究を進める。 
・ 本研究には、国立衛生研究所（NIH）の国立画像生物医学・生物工学研究所(NIBIB)(アワード
No.1DP2Eb020537)、Boeing Company、およびミネソタ州の Minnesota Discovery, Research and 
InnoVation Economy （MnDRIVE) Initiative が資金を提供。 

URL:  https://cse.umn.edu/college/news/researchers-3d-print-prototype-bionic-eye  

(関連情報)  

      

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

3D Printed Polymer Photodetectors 

URL:  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.201803980  

  

 

《本誌の一層の充実のため、ご意見、ご要望など下記宛お寄せください。》 

E-mail：q-nkr@ml.nedo.go.jp 

NEDO は、国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構の略称です。 
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66-2 

フィンランド・
アールト大学 

    2018/8/28 

色つきカーボンナノチューブの薄膜を初めて作製 
(Carbon in colour: First-ever coloured thin films of nanotubes created） 

・ アールト大学が、緑色、茶色や銀灰色等、様々な色のカーボンナノチューブ(CNT)薄膜の製造技術
を開発。 
・ エレクトロニクスやタッチスクリーンデバイスで使用される単層(SW)CNT の自然色は通常黒か濃い
灰色。今回、色付 CNTを直接合成法により初めて製造した。 
・ 同直接合成法では、精製プロセスで起こる損傷等を回避しながらクリーンなサンプルを大量に製造
することができる。色つきの薄膜は、理論上多様な色のタッチスクリーンや全く新しい光学特性を提供
する太陽電池の製造に利用が可能と考える。 
・ 同合成技術では炭素と金属のエアロゾルを使用し、CNT に色をつけるだけでなく、製造プロセスで
のナノチューブ構造の直接的な制御を可能にする。 
・ 炭素源の一酸化炭素(CO)と鉄のエアロゾルナノ粒子触媒を用いて 850℃超のリアクターで CNT を
製造。同プロセスに微量の CO2 を添加すると補填材料のように働き、多様な色の CNT の成長を調整
できる。 
・ 高度な電子回折技術により、製造した CNT 薄膜の原子スケールでの精確な構造を調査し、それら
においてカイラリティー分布が極めて狭小（CNT の六角型格子の配向が全体的にほぼ均一）であるこ
とを発見。カイラリティーは CNTの電気物性や呈色を決定する。 
・ 従来、CNT の大量製造と構造の高度な制御の両立は困難だが、同技術ではそれを実現。シンプル
で極めてスケーラブルに CNT薄膜を大量に製造する方法として期待できると考える。 
・ 今後は CO2の添加による CNTの構造制御と呈色のメカニズムを解明し、次世代ナノエレクトロニク
スデバイスの構成要素として SWCNTを利用するため、成長プロセスの完全な制御の実現を目指す。 

URL:  http://www.aalto.fi/en/current/news/2018-08-28/  

(関連情報)  

      

Journal of the American Chemical Society（JACS)掲載論文(フルテキスト） 

Direct Synthesis of Colorful Single-Walled Carbon Nanotube Thin Films 

URL:  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.8b05151  

66-3 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ大学
ヴィース研究

所 

    2018/8/31 

音波で印刷 
(Printing with sound) 

・ ハーバード大学ヴィース研究所が、液体の粘性に関わらず超音波を使用してインクの液滴のサイ
ズを制御する新しいプリンティング技術(acoustophoretic printing)を開発。ドロップ・オン・デマンド方式
(インクジェット印刷技術の一方式）でプリント可能な液体の種類の選択肢を広げる試み。 
・ 同新技術では、音波により高度に局在した力をプリンタノズルの先端に発生させて液滴を引き寄
せ、音波の振幅が大きいほど液滴のサイズが小さくなる。 
・ 液滴はプリンティングインクやドラッグデリバリー用のマイクロカプセル作製等で幅広く利用されてい
る。インクジェット印刷による液滴のパターニングが良く知られた技術だが、インクとして使用できるの
は水の約 10 倍の粘度を有する液体のみ。 
・ バイオ医療品やバイオプリンティングに必要なバイオパリマーやセルを含んだ溶液等は少なくとも
水の約 100 倍の、また糖ベースのバイオポリマーでは 25,000 倍の、蜂蜜のような粘性を有する。さら
に、これらの粘性は温度や組成によって大幅に変化し、液滴を制御するプリンティングのパラメーター
の最適化を困難にする。 
・ 音響浮揚で観られるように、通常では音波（圧力波）は重力の克服に使用されるが、同新技術では
音波で重力をアシストして液滴の形成を促進する。高度に局在した音響場を発生させてプリンタノズル
の先端に通常の重力(1G)の 100 倍超の引張力(太陽表面重力の 4 倍超）を起こすサブ波音響共振器
を構築。 
・ この制御可能な力が、特定のサイズに達した各液滴をノズルから引き寄せてプリンティングターゲッ
トに向けて射出する。リンゴを樹から掴み取るように、音響場を発生させてノズルから微小滴を取り外
す。 
・ 蜂蜜、ステムセルインク、バイオポリマー、オプティカル樹脂や液体金属等、多様な材料で同プリン
ティングプロセスの試験を実施。音波は液滴を透過しないため、傷つきやすい生きた細胞やタンパク
質等の使用も可能。 
・ 同技術は特に製薬産業に直接的な影響を与える可能性があるが、多様な産業において重要なプラ
ットフォームになり得ると考える。Harvard Office of Technologoy Development が同プロジェクトに関す
る知的所有権を確保し、商業化の機会について探求中。 
・ 本研究には、Branco Weiss Fellowship を通じて Society in Scienc、および Harvard MRSEC を通じて
国立科学財団(NSF)が資金を提供。 

URL:  https://wyss.harvard.edu/printing-with-sound/  

  

http://www.aalto.fi/en/current/news/2018-08-28/
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.8b05151
https://wyss.harvard.edu/printing-with-sound/
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(関連情報)  

      

Science Advances 掲載論文(フルテキスト） 

Acoustophoretic printing 

URL:  http://advances.sciencemag.org/content/4/8/eaat1659  

66-4 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾛｰﾚﾝｽﾘﾊﾞﾓｱ
国立研究所

(LLNL) 

    2018/8/31 

電気化学リアクター設計を「革新する」可能性を提供するナノポーラスゴールドの階層的な 3D プリン
ティング 
(Hierarchical 3D printing of nanoporous gold could ‘revolutionize’ electrochemical reactor design) 

・ LLNL とハーバード大学が、金ナノポーラスの階層的な 3D プリンティング技術の概念実証に成功。
電気化学リアクター設計に革新をもたらす可能性が期待できる。 
・ ナノポーラス金属は、その大表面積と高導電性により、化学反応を起こす優れた触媒として電気化
学リアクター、センサーやアクチュエーターでの利用に最適とされている。 
・ 従来のマシニングプロセスでは時間と材料を大量に消費する上に、複雑な構造の形成が不可能で
あったが、今回 3D プリンティング技術を使用することで特定のアプリケーションに向けたフローパター
ンを備えたマクロ多孔質構造の作製が可能に。階層的な構造を作ることで、多孔質材料の大表面積
を最大限に有効利用し、物質が高速に移動できる経路を提供しながら貴金属材料の使用量を低減す
る。 
・ 射出による直接インク書込み（DIW)3D プリンティング技術と合金化・脱合金化プロセスを組合せ、マ
イクロ～ナノサイズの 3 種類のスケールで同金ナノポーラス構造を作製。液体とガスの両方の物質移
動と反応速度の飛躍的な向上を確認した。 
・ 電気化学反応が発生する触媒の表面積を 3D プリンティングで制御できるため、同技術は現在熱エ
ネルギーに依存している電気化学プラントに多大な影響を及ぼすと考える。 
・ 金・銀のマイクロ粒子インクでパーツを 3Dプリント後、炉内にて合金に融合し、その後化学浴で銀を
除去（脱合金化）する。これにより、3D プリントしたマクロスケールポアと脱合金化によるナノスケール
ポアから構成される階層的な金ナノポーラス構造を形成。 
・ 同製造技術はマグネシウム、ニッケルや銅等、他の合金材料も使用可能で、触媒、電池、スーパー
キャパシタ等でこれまでにない機能性を提供する複雑な 3D 金属構造を製造する強力な手段となり得
る。 
・ 同技術の鍵は、圧力下での連続フィラメントの形成と 3D プリンターのマクロノズルからの射出後に
硬化・形状維持する適切な流動挙動のインクの開発。 
・ 積層造形法は複雑なマクロスケール構造作製に適した手法であるが、優れた触媒に不可欠な大表
面積を提供するナノ構造を直接取り入れることが極めて困難。今回、選択的腐食プロセスの脱合金化
によってナノ多孔質を導入する、ユニバーサルでスケーラブルな金属インクベース技術でこの課題を
解決。 
・ 再生可能エネルギー創出源やCO2排出源の近隣に容易に移動できるモジュラーリアクターネットワ
ークを作製し、通常は石油精製所付近や遠隔地に所在する大規模な電気化学プラントを代替する可
能性も考えられる。 他の反応作用の触媒候補となる材料について調査を開始している。   

URL:  
https://www.llnl.gov/news/hierarchical-3d-printing-nanoporous-gold-could-%E2%80%98revol
utionize%E2%80%99-electrochemical-reactor-design  

(関連情報)  

      

Science Advances 掲載論文（フルテキスト） 

Toward digitally controlled catalyst architectures: Hierarchical nanoporous gold via 3D printing 

URL:  http://advances.sciencemag.org/content/4/8/eaas9459.full  

  

http://advances.sciencemag.org/content/4/8/eaat1659
https://www.llnl.gov/news/hierarchical-3d-printing-nanoporous-gold-could-%E2%80%98revolutionize%E2%80%99-electrochemical-reactor-design
https://www.llnl.gov/news/hierarchical-3d-printing-nanoporous-gold-could-%E2%80%98revolutionize%E2%80%99-electrochemical-reactor-design
http://advances.sciencemag.org/content/4/8/eaas9459.full
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【電子・情報通信分野】  

66-5 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
パデュー大学 

    2018/8/28 

パデュー大学研究者らが光学技術と超音波技術を組合せた新しいバイオメディカル画像システムを
開発中 
(Purdue researchers developing novel biomedical imaging system combining optical, ultrasound 
technology) 

・ パデュー大学が、光技術と超音波技術を組合せた新しいバイオメディカル影像システムの光音響ト
モグラフィー（断層影像法）を開発。重篤な疾病等の診断精度向上の可能性が期待できる。 
・ 光音響トモグラフィーは、吸収した光エネルギーを音響信号に変換する非侵襲的な技術。生体組織
に送られた光のパルスによる僅かな温度上昇が細胞を膨張させ、超音波トランスデューサーで検出
可能な音響レスポンスを発生させる。取得した超音波データは細胞の可視化に使用。 
・ 光音響トモグラフィーでは血液や脂質の位置等を含む生体組織の複合的な情報がリアルタイムに
得られ、造影剤を不要として従来の光学的手法に比してより深い浸透が可能。循環器疾患、糖尿病
やがん等の様々な疾病の検出とモニタリングに利用できる。 
・ 同影像アプローチのアプリケーションの可能性として、健康上の問題の原因となる動脈壁への脂質
堆積をマッピングし、心筋細胞の損傷状態や腫瘍生検を評価することが考えられる。例えば、手術中
の腫瘍生検に同トモグラフィーを使用することで、がん細胞の切除漏れのないよう外科医を支援する。 
・ 同トモグラフィー開発の課題は、浸透深さと SN 比の光吸収体を超える向上であったが、同大学は
光制御技術による光子密度の最大化により対処可能と考え、自動光音響ホルダーを作製。これによ
り、デバイスの照準を合わせる操作が容易になるとともに集光の深さの調節が可能となり、光の浸透
深さと SN 比の課題を解決した。 
・ 本研究には国立衛生研究所(NIH)が資金を提供。同大学は同トモグラフィーの他の利用方法の可
能性について企業との話し合いに関心を寄せている。同技術は、Purdue Office of Technology 
Commercialization の支援を通じて特許出願中。 

URL:  
https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2018/Q3/purdue-researchers-developing-nove
l-biomedical-imaging-system-combining-optical,-ultrasound-technology.html  

(関連情報)  

      

Photoacoustics 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

Adjustable Photoacoustic Tomography Probe Improves Light Delivery and Image Quality 

URL:  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213597918300144?via%3Dihub  

66-6 

カナダ・クィー
ンズ大学 

    2018/8/30 

ポケットにフィットする iPad： フレキシブルなスクリーンを備えたロールアップタブレットの登場 
(An iPad That Fits Your Pocket: Introducing a Roll-up Tablet With Flexible Screen Real Estate) 

・ クィーンズ大学が、巻き上げることのできるタッチスクリーンタブレット、『MagicScroll』を開発。フレキ
シブルデバイス技術の新たな分野を切り拓く世界初の技術として期待できる。 
・ 同デバイスは、コンピューターを含んだ 3Dプリント円筒本体を中心に巻く・広げることのできる 2Kの
高解像度な 7.5 インチのフレキシブルディスプレーから構成。円筒本体両端の 2 個のロータリーホィー
ルでタッチスクリーンの情報をスクロールする。 
・ 特定の情報のみを閲覧したい場合には、ディスプレーを広げてタブレットディスプレーとして機能。
軽量性と携帯性を備え、円筒形の本体のため片手で持ちやすく、巻き上げればポケットに納まり、電
話、ボイスレコーダーやポインティングデバイスとして利用できる。 
・ 同デバイスは古代の巻物と回転式名刺ホルダーの rolodexに着想を得たもので、無限のスクロール
動作による長いリストの素早いブラウジングを可能にする。スクロールディスプレーを広げれば、選択
したアイテムをフルスクリーンヴューで閲覧できる。 
・ 同デバイスプロトタイプにはカメラも搭載され、巻き上げた状態では任天堂の Wii リモコンのようなジ
ェスチャーベースのコントロールデバイスとして利用できる。同デバイスのロータリーホィールには、例
えば通知を受け取った場合等、様々な状況下で物理的に移動・スピンするロボティックアクチュエータ
ーを搭載。 
・ 最終的にはペンのような小さなオブジェクト状に巻いてシャツのポケットに納まるデバイスの開発を
目指す。また、あらゆるものをスクリーンとして使用するための研究開発を継続する。例えば、カフェに
到着する前に予め商品を選択できるインタラクティブなスクリーンで構成される再利用可能なカップ
や、衣類の上のディスプレー等、オブジェクトをアプリにする方法について探求する。 
・ 同デバイス技術は、9月 4 日バルセロナ開催の Human-Computer Interaction with mobile devices 
and services (MobileHCI 2018)にて発表。 

URL:  http://www.hml.queensu.ca/  

(関連情報)  

      

Proceedings of the 20th International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile 
Devices and Services (MobileHCI '18)発表論文(フルテキスト） 

Magicscroll: a rollable display device with flexible screen real estate and gestural input 

URL:  
https://static1.squarespace.com/static/519d10a2e4b090350a2b66a0/t/5b81943b0e2e72fa78
f1fcc5/1535218819039/MagicScrollWand-MobileHCI2018+Final+CRC+v6.0.pdf  

https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2018/Q3/purdue-researchers-developing-novel-biomedical-imaging-system-combining-optical,-ultrasound-technology.html
https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2018/Q3/purdue-researchers-developing-novel-biomedical-imaging-system-combining-optical,-ultrasound-technology.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213597918300144?via%3Dihub
http://www.hml.queensu.ca/
https://static1.squarespace.com/static/519d10a2e4b090350a2b66a0/t/5b81943b0e2e72fa78f1fcc5/1535218819039/MagicScrollWand-MobileHCI2018+Final+CRC+v6.0.pdf
https://static1.squarespace.com/static/519d10a2e4b090350a2b66a0/t/5b81943b0e2e72fa78f1fcc5/1535218819039/MagicScrollWand-MobileHCI2018+Final+CRC+v6.0.pdf
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66-7 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
イリノイ大学
アーバナ・シ
ャンペーン校 

    2018/8/31 

色が変わるセンサーで涙の中の眼球損傷の兆候を検出 
(Color-changing sensor detects signs of eye damage in tears) 

・ イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校が、眼球の傷から放出されるアスコルビン酸を含んだ涙液 
に反応して色を変える金ナノ粒子から構成されるバイオゲルセンサー、『OjoGel』を開発。 
・ 同バイオゲルセンサー技術は眼球の重篤な損傷を迅速に把握し、ポイント・オブ・ケアデバイスとし
て手術後や傷を負った患者の眼球状態の評価を可能にする。 
・ ビタミン C としても知られるアスコルビン酸は、房水(眼球を満たす体液)中に高濃度で存在するが、
涙液では通常低濃度。傷や切開手術による角膜の損傷により房水が涙液層へと放出され、涙液に含
まれるアスコルビン酸の濃度が上昇することで測定が可能になる。 
・ 同バイオゲルセンサーは、微量な涙液中のアスコルビン酸濃度により薄い黄色（低濃度）から濃い
赤茶色（高濃度）の範囲で色が変化する。 
・ 反応で示されるアスコルビン酸濃度を正確に測定するため、携帯電話アプリの『Pixel Picker』で使
用するカラーキーとガイドラインも開発。 
・ 今後は同バイオゲルセンサー技術をより向上させ、低コストで使い易い医療デバイスの開発を目指
す。また、臨床研究を実施して同センサー測定結果による眼球損傷評価結果の信頼性について調査
予定。 
・ 本研究は、国立科学財団(NSF)、American Heart Association and Carle Foundation Hospital の支援
により実施。 

URL:  https://news.illinois.edu/view/6367/689049  

(関連情報)  

      

Biosensors and Bioelectronics 掲載論文（アブストラクトのみ：全文は有料） 

In situ plasmonic generation in functional ionic-gold-nanogel scaffold for rapid quantitative bio-sensing 

URL:  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956566318306158?via%3Dihub  

  

https://news.illinois.edu/view/6367/689049
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956566318306158?via%3Dihub
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【ロボット・AI技術分野】  

66-8 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工
科大学(MIT) 

    2018/9/10 

オブジェクトを調べてピックアップするロボット 
(Robots can now pick up any object after inspecting it) 

・ MIT コンピューター科学・人工知能研究所(CSAIL)が、初めて見る物体をロボットに精査させて、特
定のタスク実行に充分な視覚的理解を獲得させるシステム、 『Dense Object Nets(DON)』を開発。 
・ コンピュータービジョンの進展は、ロボットによる物体の基本的な識別を可能にしているが、物体の
形状の正確な理解が不可能であるため、物体を迅速に掴み上げた後にロボットは何もできない。 
・ 同新システムでは、ビジュアルロードマップのような役割を担う点の集合として物体を視ることでロ
ボットによる物体の理解と操作を向上させて、似通った物体群の中から特定の物体をピックアップさせ
る。これは、Amazon 等の企業がウェアハウスで使用するような機械にとって有用なスキル。 
・ 同システムは、初めて見る物体の特定の場所(例えば靴の舌革)をロボットに掴ませることができる。
現在のアルゴリズムでは、例えば特にマグカップの配置される向きが複数であると、その持ち手で掴
ませることができない。 
・ 製造分野に加え、家庭での同システムのアプリケーションの可能性も想定。例えば、同システムに
整った部屋の画像を与えて外出中に掃除させたり、皿の画像を使用してバカンス中に同システムに皿
を片付けさせたりするなど。 
・ 同システムは「self-supervised(自己教師あり）」を使用し、人間によるデータのラベル付が不要。ロ
ボットによる把持には、タスクに特化した学習と、一般的な把持アルゴリズムの 2 種類の標準的なアプ
ローチがあるが、前者では他のタスクへの適用が困難で、後者では特定タスクの微妙な差異(特定の
場所に物体を配置する等）を把握できない。 
・ 同システムでは、特定の物体上に作成した一連の座標がヴィジュアルロードマップとして機能し、把
持する物体とその場所をロボットにより深く理解させる。 
・ 大規模な座標システムを構成する連続した点として物体を捉えさせるように同システムを訓練する
と、それらの点をマッピングして物体の 3D 形状を視覚化した。訓練後に物体の特定の点を指定する
と、ロボットがその物体の写真を撮影し、点を特定・マッチングして指定された部分で物体をピックアッ
プする。 
・ 同システムは、様々な物体を把持できるが特定のリクエストには応えられない DexNet システム（カ
リフォルニア大学バークレー校）とは異なるもの。手当たり次第に玩具を掴む 18 ヶ月の乳児と、「ミニト
ラックの赤い部分を掴んで持ってくる」といったリクエストに応えられる 4 歳児ほどの違いがある。 
・ 同システムを使用した Kuka ロボティックアームは、様々な方向に配置したぬいぐるみをその右耳で
把持できた。このことは、左右対称の物体の左と右を認識していることを示す。また似通ったデザイン
の野球帽群から、トレーニングデータの写真で見た経験のない、指定された特定の帽子をピックアップ
した。 
・ 将来的には物体の把持と移動方法を学習して机の上を片付ける等、対象となる物体をより深く理解
して特定のタスクを実行できるように、同システムをより向上させる。 

URL:  http://news.mit.edu/2018/mit-csail-robots-can-pick-any-object-after-inspection-0910  

(関連情報)  

      

arXiv.org (コーネル大学図書館）公開論文(フルテキスト) 

Dense Object Nets: Learning Dense Visual 
Object Descriptors By and For Robotic Manipulation 

URL:  https://arxiv.org/abs/1806.08756  

  

http://news.mit.edu/2018/mit-csail-robots-can-pick-any-object-after-inspection-0910
https://arxiv.org/abs/1806.08756
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【蓄電池・エネルギーシステム分野】  

66-9 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
ｵｰｸﾘｯｼﾞ国立
研究所
(ORNL) 

    2018/9/5 

衝撃で固まり発火を回避するリチウムイオン蓄電池の電解質 
(These lithium-ion batteries can’t catch fire because they harden on impact) 

・ ORNL が、衝撃を受けると固体化する電解質を開発。リチウムイオン蓄電池の安全性を向上させ
る。 
・ 薄いプラスチック層で 2 本の電極を隔てた構成のリチウムイオン蓄電池では、損傷を受けた際にこ
のプラスチック層が破損すると電極同士が接触し、液体電解質が発火する原因となる。 
・ 今回、従来の電解質材料にシリカの粉末を添加することで、耐衝撃性の電解質を作製。衝撃により
固体化し、電極の接触を回避して発火を防止する。シリカの添加は、僅かな調整のみで従来の電池
製造プロセスに組み込むことができる。 
・ 新電解質は、液体のような流動性を有するが力が加わると固体化し、除去されると再び液体状に戻
る、ウーブレックとして知られるコーンスターチと水の混合物（水に浮遊するコーンスターチの粒子から
成るコロイド）から着想を得たもの。このような可逆的な「ずれ粘稠 (shear thickening)」の挙動を活用
して蓄電池の安全性を向上させる試み。 
・ 新電解質では、一般的な液体電解質中に浮遊するシリカの粒子が衝撃により凝集して液体やイオ
ンの流れを遮断する。直径 200nmの完全な球体のシリカ粒子を使用して電解質中の粒子の拡散を均
一にすることで、衝撃時に得られる理想的な粘性を実現した。 
・ 同様な研究例で報告されている不規則な形状や棒状のシリカ粒子に比して、完全な球状のシリカ
粒子は製造が容易なことに加え、より高い反応性と抑止力を提供すると考える。 
・ リチウムイオン蓄電池の従来の製造プロセスでは、プロセスの最後にバッテリーケースに電解質を
注入して密閉するが、この方法では新電解質が固体化してしまうため、電解質注入前にシリカ粒子を
配置することで解決。ORNLは、同新電解質技術について特許を出願中。 
・ 今後は、衝撃により損傷を受けた部分が固体の状態を維持し、他の部分が作動するよう同電解質
システムを向上させる。初期アプリケーションとしてドローンの蓄電池を想定するが、最終的には自動
車での利用を目指す。また銃弾を止める防護服を兼ねた大型蓄電池の開発も予定。 
・ 米国エネルギー省(DOE)ARPA-E と ORNLが本研究を支援。 

URL:  
https://www.ornl.gov/news/these-lithium-ion-batteries-can-t-catch-fire-because-they-har
den-impact  

 
(関連情報) 

      

Nanoscience, Nanotechnology & Beyond 
256th National Meeting & Exposition of the American Chemical Society (ACS) （2018/8/19-23 ボスト
ン開催）プレスコンファレンス（ビデオ） 

These lithium-ion batteries can’t catch fire because they harden on impact 

URL:  
https://www.youtube.com/watch?v=OxjMwTxjSfc&list=PLLG7h7fPoH8KiWJ0wLMzCPSqks00
GBx1I&index=19  

  

https://www.ornl.gov/news/these-lithium-ion-batteries-can-t-catch-fire-because-they-harden-impact
https://www.ornl.gov/news/these-lithium-ion-batteries-can-t-catch-fire-because-they-harden-impact
https://www.youtube.com/watch?v=OxjMwTxjSfc&list=PLLG7h7fPoH8KiWJ0wLMzCPSqks00GBx1I&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=OxjMwTxjSfc&list=PLLG7h7fPoH8KiWJ0wLMzCPSqks00GBx1I&index=19
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【新エネルギー分野（太陽光発電）】  

66-10 

ｱﾒﾘｶ合衆国・
カリフォルニ
ア大学ロサン
ゼルス校
(UCLA) 

    2018/8/30 

UCLA開発の二層太陽電池がエネルギー変換効率で新記録を達成 
(Dual-layer solar cell developed at UCLA sets record for efficiently generating power) 

・ UCLAが、CIGS(銅、インジウム、ガリウム、セレン）太陽電池とペロブスカイト太陽電池を組合せたタ
ンデム型太陽電池を開発。 
・ 今回、ペロブスカイト-CIGS タンデム型太陽電池では最高記録となるエネルギー変換効率 22.4%を
達成。米国立再生可能エネルギー研究所(NREL)が独自の試験によりその性能を確認（過去最高記
録は IBMによる 2015年の 10.9%)。現在太陽光発電市場で優位を占める多結晶シリコン太陽電池のエ
ネルギー変換効率に匹敵する。 
・ 2 種類の太陽電池を併せた設計により、同じデバイス面積で太陽光スペクトルの異なる 2 部分から
エネルギーを捕獲するため、CIGSセルのみの場合に比して捕獲する太陽光量がより多くなる。 
・ スプレーによるペロブスカイト薄膜層の形成は、容易・安価に現在のセル製造プロセスに取り込むこ
とができる。 
・ 同タンデム型太陽電池は、約 2mmのガラス基板上に約 2 ミクロンの CIGSベース層（エネルギー変
換効率 18.7％）と、変換効率をさらに向上させる 1 ミクロンの薄さのペロブスカイト層を積層した構造。
これらの太陽電池 2 層は同大学が設計したナノスケールのインターフェースにより接合。同インターフ
ェースはデバイスの高電圧を確保し、出力エネルギー量を増加させる。 
・ 同太陽電技術は、既存のCIGS太陽電池性能を約 20%向上（=エネルギーコストを 20%削減）させる。
次の目標は、30%に近い変換効率の達成。 
・ 本研究は、国立科学財団(NSF)と Air Force Office of Scientific Research の支援により実施。 

URL:  
https://samueli.ucla.edu/dual-layer-solar-cell-developed-at-ucla-sets-record-for-efficientl
y-generating-  

(関連情報)  

      

Science 掲載論文(アブストラクトのみ：全文は有料） 

High-performance perovskite/Cu(In,Ga)Se2 monolithic tandem solar cells 

URL:  http://science.sciencemag.org/content/361/6405/904  
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